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そとからかえったら うがいと手あらいをしよう！
\ 料金を書いてないのは 参加無料！

チャレンジしよう!
クラシックバレエ無料体験会
初めてのレッスンを体験
12/9(日) 10:30～12:00
エストレーラバレエ 布佐スタジオ
(布佐1-18-2) 駐車場10台
3才～小学生 (男の子も大歓迎)
要申込 電話､HPで
HP ｢エストレーラバレエ」で検索
申･問=荒井 7189-5885

あびスポ！スポーツ体験イベント
いろんな運動をやってみよう！!
12/9(日) ｢初心者向け楽しいサッカー｣
1/20(日) ｢ラダーをやってみよう!｣
2/23(土) ｢いろんな鬼ごっこ｣
3/16(土) ｢キッズテニス体験会｣
①10:30～ ②11:30～ ③13:30～
あびこショッピングプラザ
ガーデンコートキッズスペース
要申込 HPから 定員あり(先着順)
空きがある場合は当日参加可
申･問=エリートキッズ我孫子HP
http://ts-condition.com/abiko
環境工作 ｢バードフィーダー作り｣
ペットボトル､牛乳パックなどで鳥の
エサ台作り
12/15(土) 13:30～15:00
水の館 3F研究室
先着20名(小4以下保護者同伴)
50円(保険料)
ペットボトル､牛乳パック､割りばし､
はさみ､カッター､定規､筆記用具
要申込 電話で
申･問=手賀沼課 7185-1484

アビコでなんでも学び隊
☆ダブルダッチに挑戦!
世界チャンピオンがやさしく教えます
1/19(土) 10:00～12:00
アビスタ ホール
小1～3 20名 (応募多数抽選)
要申込 はがき､FAX､ちば電子申請サービ
スから 講座名､住所､氏名(ふりがな)､性別､
学年､学校名､日中連絡がつく電話番号を
明記 12/24(休)必着

※1人1枚で連名不可
市内在住･在学､初めての方優先
申･問=〒270-1147 若松 26-4
我孫子地区公民館
｢アビコでなんでも学び隊｣ 担当
TEL 7182-0622/FAX 7165-6088

紙飛行機工作と飛行大会
6種類の紙飛行機! ビックリするほど
飛ぶよ♪
2/17(日) 13:30～15:30
アビスタ ホール
先着30名(小学生以下保護者同伴)
50円(保険料)
はさみ
要申込 電話で 2/1(金)～
申･問=手賀沼課 7185-1484

地域スポーツフェスタ
気軽に楽しめるスポーツや楽しいイベント!
2/23(土)
第一小､第二小､湖北小で開催
※くわしくは｢広報あびこ｣で
問=文化･スポーツ課 7185-1604

コンサート・げき
我孫子中学校吹奏楽部
クリスマスコンサート
12/23(祝) 13:30～ (開場13:00)
我孫子中 体育館
ディズニーメドレー ほか
上ばき､防寒具
※車でのおこしはご遠慮ください
問=我孫子中 吹奏楽部顧問 7182-5191
子どものための舞台観賞
ひなた号の冒険 (予定)
2/9(土) 14:00～ (開場13:30)
けやきプラザ ふれあいホール
出演：ひなたなほこさん ほか
一般券 1,000円､ファミリー券(子ども
を含む家族3名で) 2,000円
※くわしくは｢広報あびこ｣で
問=文化･スポーツ課 7185-1601

我孫子吹奏楽団 定期演奏会
2/17(日) 14:00～ (開場13:30)
けやきプラザ ふれあいホール

展覧会の絵､美空ひばりメドレー ほかＰ
小学生以下は無料､中･高校生400円､
大人700円(全席自由)
問=我孫子吹奏楽団 中村 080-3472-8420

お 知 ら せ

(3ページにつづく)

あびこ子ども食堂
季節の野菜たっぷりのごはんをどうぞ
12/13･27､ 1/10･24､ 2/14･28
いずれも(木) 17:00～19:30
ハコカラ(我孫子駅南口徒歩1分)
本町2-4-14 オークビル1F
どなたでも(子どもだけでも歓迎)
300円(未就園児は無料)
申･問=ACT 7170-0765
abiko.act@gmail.com

子育てに｢もう遅い｣はありません
～どの子も伸びる共有型子育てのススメ～
家庭教育学級公開講演会
1/10(木) 9:45～11:45
アビスタ ホール
講師 内田伸子 (十文字学園女子大学特任
教授)
どなたでも 先着100名
100円
託児あり(2才以上未就学児)
※要申込 電話で 先着10名
要申込 はがき､FAX､ちば電子申請サービ
スから 住所､氏名､電話番号､講演名を明記
申･問=〒270-1147 若松26-4
我孫子地区公民館 ｢家庭教育学級｣担当
TEL 7182-0622/ FAX 7165-6088

甲状腺エコー検査@あびこ
市民団体と医師がボランティアで実施
1/20(日) 9:30～15:00
けやきプラザ7F 福祉ふれあいプラザ
介護実習室
5～26才 先着90名
2,000円
要申込 メール､HPから
住所､電話番号(できれば携帯)､メールアド
レス､申込者と受診希望者の氏名､ふりが
な､生年月日､性別を明記
問=あびっこまもるん。佐藤
080-2255-3876
申= kikin.abiko@gmail.com
https://www.kantokodomo.info/yotei.html

キラキラ★クリスマス
ガールスカウト

みんなで HAPPY! クリスマス会
12/16(日) 13:45～15:30
久寺家近隣センター 多目的ホール
4才～小学生の女子と保護者
うわばき､水筒､
交換用プレゼント(300円くらい)
要申込 電話､SMSで 氏名､学年を明記
12/10(月)〆切
申･問=井上 080-5508-6627
ボーイスカウト我孫子第2団

星空の下 森の中のクリスマス
野外ゲーム､歌､スタンツ､プレゼント交換
12/16(日) 15:30～19:00
ボーイスカウト我孫子第2団野営場
(中里市民の森となり)
年長～小3くらい (保護者同伴)
交換用プレゼント(500円くらい)
要申込 電話で 12/15(土)〆切
※街頭募金 13:00～15:00
申･問=林崎 7188-8986
ボーイスカウト我孫子第1団

新木ふれあいあわんとり
正月かざりのたき上げ
つきたてもち･とん汁･あまざけのふるまい
1/13(日) 11:00～14:00
新木小 校庭
問=新木地区まちづくり協議会 7188-2010

森のクリスマス

新年ちびっ子餅つき大会 2019

12/23(祝) 10:00～14:30
ボーイスカウト我孫子第1団野営場
(五本松公園向かい本妙寺奥)
年長～小5男女
防寒着､おにぎり､スプーン､はし
入団希望者も見学可
問=黒木 7185-0026

あびっ子ネットジュニアスタッフと遊ぼう!
にがお絵､バルーンアート､手作りおもちゃなど
1/19(土) 10:00～14:00 (雨天 20(日))
水の館
問=あびこ型 ｢地産地消｣ 推進協議会
7128-7770

正月も楽しもう！
アビシルベ 新春ふるまい
うなきちさんのどら焼き配布(先着100名)
あまざけのふるまい､ししまい
1/1(祝) 10:00～11:00
アビシルベ
※天候などにより一部内容が変更になります
問=アビシルベ 7100-0014
※休館日 12/31(月)

ガールスカウトの新年会
和を楽しむ～お茶席の体験など
1/6(日) 13:00～15:30
アビスタ 和室
4才～小学生の女子と保護者
水筒
要申込 電話､SMSで 氏名､学年を明記
12/31(月)〆切
申･問=井上 080-5508-6627
ボーイスカウト我孫子第2団

新春もちつき大会
もちつき､どんと焼き､ポニー乗馬体験
1/6(日) 9:00～13:00
ボーイスカウト我孫子第2団野営場
(中里市民の森となり)
年長～小3くらい (保護者同伴)
要申込 電話で 1/5(土)〆切
申･問=林崎 7188-8986

お内裏 (だいり)様やお雛 (ひな)様に
なって写真を撮 (と)ろう！
おだいりさま、おひなさまの衣装を着て
手賀沼のうなきちさんたちと記念撮影
2/17(日) 10:00～13:00
アビシルベ
3～12才 先着28組
カメラ
要申込 電話で 2/1(金)～
問=アビシルベ 7100-0014

ひかりの世界
あけぼの山農業公園
イルミネーション
17万5千個のLED電球が風車広場をいろ
どります♪ 土日祝には､もぎ店も
～12/25(火) 16:30～21:00
柏市布施2005-2
問=あけぼの山農業公園 7133-8877

竹灯篭 (たけとうろう)作り教室
①12/9 ②12/16 ③12/23
いずれも(日) 13:00～16:00
近隣センターこもれび 会議室3
12才以上 各回先着6名
1,500円 作品は近隣センター庭園に
1/20(日)まで展示後返却
要申込 電話で
申･問=米澤 090-6503-2084

竹宵 (たけよい)ライトアップ
12/15(土)～1/20(日) 16:00～21:00
近隣センターこもれび 庭園
問=米澤 090-6503-2084

冬の交通安全運動 12/10(月)～19(水)

旧村川別荘 ひなのまつり
つるしびなを展示
3月上旬予定 9:00～16:00
旧村川別荘 (寿2-27-9 月曜休館)
問=文化･スポーツ課 7185-1583

布佐地区社協まつり
おもちも食べられるよ！
3/10(日) 10:00～15:00
布佐南近隣センター(布佐平和台郵便局隣り)
問=布佐地区社協 7189-2119

箱根駅伝
1/2(水)･3(木)に中央学院大学の
お兄さんたちが挑戦!

新春マラソン大会
1/27(日) スタート9:50～10:20
湖北台中学校を会場に市民
ランナーが出場します

県駅伝大会で 我孫子中男子＆久寺家中女子が優勝！ 全国大会出場
11月４日(日)に行われた千葉県中学校駅伝大会で、我孫子市内の中学校が大活躍。
男子は我孫子中が３度目の優勝、２位に湖北中、３位に白山中、６位に久寺家中が
入り、女子は久寺家中が初優勝、白山中２位、湖北中５位と好成績をおさめました。
優勝した２チームは、12月16日(日)に滋賀県で行われる全国中学駅伝大会に千葉
県代表として出場します。がんばれ～！

近隣センターのもよおし
【久寺家近隣センター】 7179-1166

新春のつどい
もちつきや子どもあそび､もぎ店など
1/13(日) 11:30～15:00

【我孫子北近隣センター】 7157-4517

新春お楽しみ会
元宝塚男役☆ 真織由希(まおりゆき)さん
のステージ
1/26(土) 13:30～ 開場13:00
並木本館 多目的ホール

こども料理教室
2/23(土) 10:00～13:00ごろ
並木本館 調理室
小4～6 先着15名
エプロン､三角巾､マスク､お手ふき
100円
要申込 電話で 1/26(土) 10:00～

ひなまつり
子ども達による太鼓演奏､ストリートダン
ス､フラダンス､箏(こと)など
3/2(土) 11:30～15:30
並木本館 多目的ホール

【近隣センターこもれび】 7165-2011

森のちびっ子きょうしつ
自然のものでクリスマス･おしょうがつ
12/15(土) 10:00～11:30
会議室3
2～３才児と保護者 15組
1作品 100円
水筒 活動しやすい服装･靴で
要申込 はがき､メール､こもれび受付で
住所､全員の氏名､子どもの年令を明記
12/８(火)〆切
申=〒270-1144 東我孫子1-41-33
近隣センターこもれび
｢森のちびっ子きょうしつ｣ 係
komorebi.morichibi16@gmail.com

こもれび＊おはなし会
[木曜の日] 幼児向け
12/13､ 1/10･24､ 2/14･28､ 3/14･28
いずれも(木) 11:00～11:20
幼児コーナー
[土曜の日] どなたでも
12/15､ 1/19､ 2/16､ 3/16
いずれも(土) 14:00～14:30
読書コーナー

ストリートギャラリー
12/15(土)～26(水)
我孫子中美術部作品展
1/16(水)～29(火)
高野山小書初め展

こもれび 冬のフェスタ
高野山小合唱部も出演
2/16(土)･17(日) 10:00～16:30予定

【湖北台近隣センター】 7187-1122

湖北台 クリスマスコンサート
12/15(土) 13:30～15:30
多目的ホール

ヴィヴァ･マンドリーノの演奏
吉田真澄によるクリスマスソングなど

手賀の丘 ミニフェスタ
プラネタリウムコンサート

湖北台ニューイヤーフェスティバル

創作活動､ラート体験､フリマなど
2/3(日) 10:00～14:00

もちつき、新春ステージほか
1/13(日) 11:30～15:00

【新木近隣センター】 7188-2010

しめ飾 (かざ)り講習会
12/23(祝) 10:00～15:00
先着30名
700円(材料費)
はさみ(わら用･紙用)､セロハンテープ
シート､昼食
要申込 電話で 12/8(土)～

図書館へ行こう
問=アビスタ本館 7184-1110
布佐分館
7189-1311
移動図書館 7187-0909
※年末年始休館日 12/29(土)～1/4(金)

手賀の丘自然観察会

オーイ!冬鳥くん (鳥の博物館共催)
手賀沼周辺の散策とバードウォッチング
2/17(日) 9:30～12:00 雨天中止
50名 (親子､一般 小学生保護者同伴)
100円 (保険料)
要申込 電話で1/17(木) 9:00～
初心者も楽しめるラート教室
日本ラート協会の指導で初歩から習得
2/17(日) 10:00～11:30
身長115cm以上の小学生以上 30名
要申込 電話で 1/17(木) 9:00～

手賀沼公園
ミニＳＬとレンタサイクル
3/20(水)まで冬季休業 3/21(祝)から再開

《おはなし会》
4～9才くらいの子向け
アビスタ本館
12/8･15､ 1/12･19､ 2/9･16※､ 3/9･16
いずれも(土) 14:00～14:30
※
2/16(土) 大人参加可
布佐分館
12/2･23､ 1/6･27､ 2/3･24※､ 3/3･24
いずれも(日) 11:00～11:30
※
2/24(日) 大人参加可

《そよかぜおはなしタイム》
幼児～小学生と保護者向け
※雨天中止 ※12～2月はお休み
青山台ステーション(柴崎台北公園)
3/20(水) 15:00～16:00
久寺家ステーション(久寺家あけぼの公園)
3/ 8 (金) 14:00～14:35

鳥の博物館の催し
申･問=鳥の博物館 7185-2212
※年末年始休館日 12/29(土)～1/4(金)

お 知 ら せ
１ページの「お知らせ」も見てね！

千葉県特別支援学校作品展
～ちば特別支援教育フェア2018～
12/12(水)まで ※10(月)は休館
9:00～16:00 (最終日は14:30まで)
さわやかちば県民プラザ
1･2Fギャラリー (柏市柏の葉4-3-1)
問=さわやかちば県民プラザ事業振興課
7140-8615

保護者が学ぶ子どものネットトラブル
～被害者･加害者にならないために～
講師: 原田由里氏(一社 ECネットワーク)
12/26(水) 14:00～16:00
アビイホール
スマホ･ネットを使う児童･生徒の保護
者(児童･生徒の同席も可) 先着100名
要申込 電話で 住所､氏名､TEL
12/20(木)17:30〆切
申･問=消費生活センター 7185-1469

てがたん
1/12 ｢もっと知りたいカモのこと｣
2/ 9 ｢光の春を探そう｣
3/ 9 ｢気にならない木を気にしてみる｣
いずれも(土)10:00～12:00 (雨天中止)
鳥の博物館玄関前集合
双眼鏡(貸出用あり)
100円 (中学生以下無料)

鳥凧 (とりだこ)教室
1/6(日)
※くわしくは鳥博HPで(｢とりはく｣で検索)

@手賀の丘少年自然の家
問=県立手賀の丘少年自然の家 7191-1923

天体観察をしよう！～冬の星空編～
大型望遠鏡を使い､星座や星雲､星団を観察
1/12(土) 18:00～20:30
50名 (親子､一般)
200円 (とん汁代)
要申込 電話で

お子さんの急な病気で心配なとき…

《こども急病電話相談》

または

043-242-9939

受診したほうがよいのか
様子をみても大丈夫なのか
小児科医や看護師がアドバイス
毎日 19:00～翌朝6:00
実施：千葉県 運営：千葉県医師会

休日診療所 内科･小児科･歯科
日曜､祝日､年末年始(12/29～1/3)
湖北台1-12-17(保健センター敷地内)
内科･小児科 ：9:00～11:30､13:00～16:30
歯
科 ：9:00～11:30
問=休日診療所 7187-7020(診療時間内)
健康づくり支援課 7185-1126

\ 料金を書いてないのは 参加無料！

おいで！ちいさなおともだち
こどもの遊び場､親子の交流場
0才～就学前の乳幼児と保護者対象

☆にこにこ広場 7185-8882
水～月 10:00～17:00

☆すくすく広場 7185-1936
☆わくわく広場 7185-2196
☆すこやか広場 7185-2247
月～土 9:00～16:00
※お誕生会､イベントなどの問合せは各広場へ

☆出前保育
けやキッズ､るんるんパーク

☆育児相談
※年末年始のお休み 12/29(土)～1/4(金)
※子育て応援情報の詳細は､広報あびこ
市HPよりご覧ください
にこにこ広場 ☆キッズスタッフ募集☆
ちいさい子とあそぼう
1/5(土)･6(日) 13:30～15:00
20(日) 10:00～12:00
にこにこ広場
市内在住 小5･6
(1/20を含む2日以上参加)
※くわしくは｢広報あびこ12/1号｣で
問=にこにこ広場 7185-8882
にこにこ広場10周年記念イベント
｢シンガソングライター保育士

荒巻シャケさんと遊ぼう｣

要申込 電話､メールで 講座名､氏名､子ど
もの月齢､電話番号､メールアドレスを明記
申･問=波田野 080-1028-1382
babydanceabiko@gmail.com

おやっこルーム
12/13(木) ｢クリスマス｣
※
1 /10(木) ｢保健師による育児相談 ､
おやっこ体操｣
2 /14(木) ｢おひな様 ベビーヨガ(バス
タオル､飲み物持参)｣
3/14(木) ｢おはなし会 また会おうね!｣
10:00～11:30 (受付9:45～)
※
印 要申込 電話で 先着5組
新木近隣センター 和室
未就園児と保護者
申･問=湖北地区社協 7187-2551

工作､リトミック､親子ふれあい体操
2/5(火)･19(火)･26(火) 10:00～11:30
図書館 布佐分館
2･3才児と保護者 10組(応募多数抽選)
300円
要申込 はがき､FAX､ちば電子申請サービ
スから 講座名､住所､参加者氏名(親､子)･ふ
りがな､子どもの生年月日･性別､電話番号
を明記 1/16(水)必着
※市内在住､初めての方優先(のびのび親子
学級含む)
申･問=〒270-1147 若松 26-4
我孫子地区公民館
TEL 7182-0622/FAX 7165-6088

のびっ子クラブ
12/17(月) ｢クリスマス会｣
1 /21(月) ｢豆まき｣
2 /18(月) ｢ひなかざりづくり｣
10:00～11:30 (受付10:15まで)
近隣センターこもれび 多目的ホール
未就園児と保護者
問=天王台地区社協 7183-9009

子育てサロン ｢わ｣

どんぐりランド おもちゃのある遊び場

あびこでパパを楽しもう
～La cotta直伝！手料理でおもてなし～
2/9(土) 10:00～14:00 アビスタ 調理室
未就学児の父親 先着12名
1,000円(材料費)
要申込 12/16(日)～
※くわしくは｢広報あびこ12/16号｣で
申･問=保育課子育て支援センター
7185-1915

12/20(木)､ 1/17(木)､ 2/21(木)
10:00～11:30
我孫子南近隣センター 9Fホール
未就園児と保護者
おんぶひも
問=我孫子南近隣センター 7181-1011

正しい装着で肩腰の痛みを軽減♪
12/11(火) 11:10～11:40
市民プラザ 和室
生後すぐの乳児と保護者 先着4組
500円

～お兄さんお姉さんと一緒に遊ぼう～
1/28(月)･29(火) 9:30～11:30
我孫子東高校 レスリング場
乳幼児と保護者
要申込 電話､FAXで
申･問=布佐地区社協(12/7まで休み)
TEL/FAX 7189-2119
我孫子東高校
TEL 7189-4051/FAX 7189-5426

プチのびのび親子学級 (3回コース)

｢パパの簡単クッキング!!｣

抱っこが軽くなるプチ抱っこ紐講座

高校生の子育てサロン

12/25(火) ｢クリスマス会｣
1/24(木)､ 2/28(木) 10:30～11:30
我孫子南近隣センター 9Fホール
未就園児と保護者
おんぶひも
問=我孫子南地区社協 7185-5117

1/20(日) 14:00～15:00 にこにこ広場
未就学児と保護者 先着40組
要申込 12/16(日)～
※くわしくは｢広報あびこ12/16号｣で
申･問=にこにこ広場 7185-8882

ストレッチやふれあい遊び
12/11(火) 10:20～10:50
市民プラザ 和室
首がすわった3か月～1才前後の
乳児と保護者 先着10組
500円
要申込 電話､メールで 講座名､氏名､子ど
もの月齢､電話番号､メールアドレスを明記
申･問=波田野 080-1028-1382
babydanceabiko@gmail.com

｢おりがみでお雛様を作って
飾ろう｣
10:00～11:30
湖北台近隣センター 幼児コーナー
未就園児と保護者
問=湖北台地区社協 7188-1410

とおんきごう リズムと歌で遊ぼう！

おもちゃ遊び､手遊び､月替わり企画など
12/18(火)､ 1/15(火)､ 2/19(火)
10:00～11:30
我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール
未就園児と保護者
問=我孫子北地区社協 7165-3434

座って楽しくベビーダンササイズ

2/22(金)

おやっこひろば
12/20(木) ｢クリスマスパーティ※1｣
1 /17(木) ｢ママのための講座
『歯並びと予防』※2｣
2 /21(木) ｢ママのための癒しのヨガ※2｣
3 /28(木) ｢お楽しみパーティ※1｣
10:30～11:30(受付10:00～)
湖北地区社協事務所内(スーパーマスダ3F)
0才児とママ
要申込 電話で 先着 ※1 20名 ※2 10組
申･問=湖北地区社協 7187-2551

すくすくほっとひろば
12/20(木)､ 1/24(木)､ 2/28(木)
10:00～11:30
近隣センターふさの風 会議室1
未就園児と保護者
問=布佐地区社協 7189-2119

ほっとサロン 親と子の交流の場
1/25(金)

｢鬼さんのお面に色をぬって
かぶってみよう!｣

ひよこサロン
一緒におしゃべりしましょう
2/5(火)､ 3/5(火) 10:00～11:30
※1月はお休み
我孫子南近隣センター 9Fホール
妊娠中の方から1才半くらいまでの
乳幼児と保護者
バスタオル､おんぶひも
問=我孫子南近隣センター 7181-1011

ごっこひろば
おもちゃ､トンネル､ボール遊びなど
2/17(日) 10:00～11:30
アビスタ ホール
未就学児と家族
動きやすい服装､飲み物
問=市社協 7184-1539

平成31年度学童保育室利用希望の方へ
平成31年4月1日及び16日から年間を
通じて学童利用を希望する方は、全て
の書類をそろえて必ず下記の期間に申
請してください
入室申請〆切12/14(金) ※〆切厳守
申請方法の詳細は市ホームページ
トピックスから確認してください
問=子ども支援課 7185-1111(内線449)
第 86 号
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