
開始月 イベント・講演会名 日程 開催場所 区分 問い合わせ・備考

4月 第８回アビシルベまつり 4月29日（土）
アビシルベ・アビイクオーレ・
けやきプラザ広場

後援
問　アビシルベ
電話：04-7100-0014

4月 第32回布佐新緑まつり 4月29日（土） 布佐東口大通り 後援
問　松島
電話：04-7189-2100

5月 こどもの日親子茶道体験教室 5月3日（水・祝） アビスタ　和室 共催
問　中根
電話：04-7189-2465

5月 第44回舞きららの会発表会 5月3日（水・祝）
けやきプラザ　ふれあいホー
ル

後援
問　内村
電話：04-7182-0871

5月 日立レイソルホームタウンデー 5月3日（水・祝） 日立総合グラウンド 後援
問　我孫子市役所　企画課
電話：04-7185-1426

5月 我孫子アートな散歩市 5月6日(土)～6月5日(日)
旧村川邸
志賀直哉邸跡
澤の家

後援
問　太田
電話：04-7185-1095

5月 飛べ！鳥の紙ひこうき 5月4日 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2213

5月 鳥凧教室 5月5日 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2213

5月 てがたん「鳥の子育て」 5月13日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2213

5月 テーマトーク 5月13日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2213

5月 第２７回　県民が集う「看護の日」 5月13日（土） 道の駅しょうなん 後援
問　千葉県看護協会
電話：043-245-0025

5月 新木ふれあい春まつり 5月14日（日） 新木近隣センター
問　新木近隣センター
電話：04-7188-2010
※まちづくり協議会主催事業

5月
あびこ舞台第58回公演2本立て
「あなたいいお月様ですね」
「軍艦畝傍消ゆ」

5月14日(日) 湖北地区公民館　ホール 共催
問　飯牟礼
電話：7188-1160

5月 バードウィーク手賀沼探鳥会in Enjoy手賀沼！ 5月14日(日） 手賀沼親水広場 共催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2213

ｲﾍﾞﾝﾄ情報一覧(4～7月) 　　※予定のため変更になる場合があります。



開始月 イベント・講演会名 日程 開催場所 区分 問い合わせ・備考

5月 和紙で鳥の羽を作ろう 5月14日（日） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2213

5月 あびこ福祉まつり 5月14日（日）
アビスタ及び手賀沼公園遊歩
道

共催
問　我孫子市社会福祉協議会
電話：04-7184-1539

5月
Enjoy手賀沼！～水の館リニューアルだョ！全員集
合！～

5月14日(日) 手賀沼親水広場 共催
問　我孫子市役所　手賀沼課
電話：04-7185-1111

5月 全日本鳥フォトコンテストinJBF2017
5月16日(火)～8月14日(月)
展示：11月4日(土)～5日(日)

アビスタ 共催
問　我孫子市役所　手賀沼課内　JBF事務局
電話：04-7185-1111

5月 「啄木の歌曲を歌う」レクチャーコンサート 5月18日(木) アビスタ　ホール 後援
問　多田
電話：7182-5234

5月 市史研　第19回　古文書解読講座 5月19・26日、6月2・9日いずれも金曜日 けやきプラザ7F・研修室 後援
問　関口
電話：7184-5935

5月 第３回我孫子市議会議会報告会 5月20（土）・21日（日）

湖北台近隣センター
近隣センターふさの風
天王台北近隣センター
我孫子南近隣センター

主催
問　議会事務局
電話：04-7185−1655

5月 第28回　我孫子さつき花季展示会 5月20日（土）～5月21日（日）
アビスタ ストリート
ホール、工作室、第２，４会議
室

共催
問　橘
電話：7149-1343

5月 第34回　謡曲と仕舞春季発表会 5月20日（土） 湖北地区公民館　ホール 共催
問　井上
電話：04-7185-0235

5月 正絃社さわらび会　40周年記念　筝曲演奏会 5月21日（日） けやきプラザ　ホール 後援
問　藤井
電話：04-7188-9292

5月 お茶会 5月21日（日） アビスタ和室１・２ 共催
問　小野
電話：04-7182-6161

5月 県知事杯争奪囲碁大会・子ども囲碁教室 5月21日（日） 市民プラザ　ホール・会議室1 共催
問　山口
電話：7185-4176

5月 スポーツボランティア養成講座 5月21日(日)、6月4(日)、6月17日(土)
アビスタミニホール
市役所議会棟Ａ・Ｂ会議室

共催
問　我孫子市役所　企画課
電話：04-7185-1426

5月 第40回記念湖北ミニコンサート 5月21日(日) 湖北地区公民館 共催
問　織山
電話：04-7187-2276

5月 第25回日立総合経営研修所庭園公開 5月27日（土） 日立総合経営研修所 後援
問　都市計画課景観推進室
電話：04-7185-1529



開始月 イベント・講演会名 日程 開催場所 区分 問い合わせ・備考

5月 我孫子シニアアンサンブル　第7回定期演奏会 5月27日(土) けやきプラザ　ホール 後援
問　牧野
電話：04-7181-3414

5月 第37回我孫子華道連盟展 5月27日(土)～5月28日(日)
市民プラザ　ギャラリー、ホー
ル、

共催
問　中田
電話：04-7188-0298

5月 こもれびフェスタ２０１７ 5月28日（日） 近隣センターこもれび
問　近隣センターこもれび
電話：04-7165-2011
※まちづくり協議会主催事業

5月 創立15周年記念我孫子市俳句連盟市民俳句大会 5月28日(日) アビスタ　ホール 共催
問　染谷
電話：7182-4441

5月 ヴィヴァ・マンドリーノ第19回定期演奏会 5月28日(日)
けやきプラザ　ふれあいホー
ル

共催
問　鈴木
電話：04-7139-6678

5月 第14回筑波山麓コカリナピクニック 5月28日(日) エスカード　ホール 後援
問　平山
電話：04-7184-2673

5月 文化講演会「岡田武松と柳田國男」 5月27日(土) けやきプラザ　９階ホール 共催
問　美崎
電話：080-3410-4426

5月 「歌声とアロマ」　～地域の世代間交流～ 5月31日（水）、6月30日（金）
千葉県福祉ふれあいプラザ
（けやきプラザ）　７階　研修室

後援
問　ずっとずっと友達の会　三勢
電話：０９０－６９４２－８８５１

6月 手賀沼写真コンクール募集
6月1日(木)～30日(金)
表彰式：8月5日(土)

- 共催
問　我孫子市役所　手賀沼課
電話：04-7185-1111

6月 第２回ふさの風人形展 6月2日（金）～6日（火） 近隣センターふさの風
問　近隣センターふさの風
電話：04-7181-6211
※まちづくり協議会主催事業

6月 光画会　第17回写真展 6月2日(金)～6月7日(水) 市民プラザギャラリー 後援
問　山﨑
電話：04-7169-8700

6月 HULALOHA ELUA 6月3日(土)雨天時6月4日(日) 手賀沼公園 共催
問　矢作
電話：090-1766-0979

6月 水の館オープニングイベント 6月3日(土)～4日(日) 手賀沼親水広場 水の館 主催
問　我孫子市役所　農政課・手賀沼課
電話：04-7185-1111

6月 ひょっとこ睦40周年記念公演 6月4日(日) 湖北地区公民館　ホール 共催
問　髙城
電話：090-3530-3846

6月 けやきウインドアンサンブル第18回定期演奏会 6月4日(日) けやきプラザふれあいホール 後援
問　川上
電話：070-5572-4780



開始月 イベント・講演会名 日程 開催場所 区分 問い合わせ・備考

6月
我孫子のいろいろ八景歩き
（平成28年度に実施した4コースの再実施）

6月4日（日）、6月6日（火）、6月8日（木）、6月
12日（月）

我孫子市内 主催
問　都市計画課景観推進室
電話：04-7185-1529

6月 ほくほく北まつり
6/10（土）
14時～19時

湖北駅北口周辺 後援
問　ほくほく北まつり実行委員会　川村
電話：090-2625-6529

6月 てがたん「生きもののカタチとデザイン」 6月10日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2217

6月 SKSカフェトーク Origami倶楽部 6月10日（土） あびこ市民活動ステーション
問　あびこ市民活動ステーション
電話：04-7165−4370
※指定管理者主催事業

6月 テーマトーク 6月10日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2219

6月 あびこ自然観察隊「河原の鳥を観察しよう」 6月18日（日） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2218

6月 ファミリーコンサート 6月24日(土)
イトーヨーカドー我孫子南口
店

共催
問　子育て支援センター
電話：04-7185-1915

6月 げんきフェスタ２０１７ 6月25日（日） 湖北地区公民館 共催
問　子ども支援課
電話　04-7185‐1111　内線832・844

6月 第27回墨雅会展 6月10日(土)～6月13日(火)
市民プラザ　ギャラリー・ホー
ル

後援
問　篠田
電話：7182-2842

6月 平将門・フォーラム（将門の生産力）
6月16日(金)～21日(水）ｷﾞｬﾗﾘｰ
6月17日（土）ﾎｰﾙ

市民プラザ　ギャラリー、ホー
ル

共催
問　染谷
電話：048-969-4676

6月
あびこ市民フィルハーモニー管弦楽団
第36回定期演奏会

6月17日(土)6月18日(日)
ギャラリー6/13～6/18

けやきプラザ　ふれあいホー
ル

共催
問　山品
電話：7132-4069

6月 史跡文学散歩 6月18日(日) 柏市（旧土村）文学散歩 後援
問　美崎
電話：04-7182-0861

6月 歯科医師講習会 6月29日(木)、10月12日(木) にこにこ広場 共催
問　にこにこ広場
電話：04-7185-8882

7月 ライブジャムALOHA27　我孫子 7月1日(土)
けやきプラザ　ふれあいホー
ル

後援
問　永田
電話　080-3125-5210

７月 JOYボラ２０１７ 7月1日（土）～
受入先の施設、市民活動団
体の活動場所

問　あびこ市民活動ステーション
電話：04-7165−4370
※指定管理者主催事業



開始月 イベント・講演会名 日程 開催場所 区分 問い合わせ・備考

7月 手賀の丘ふれあい宿泊通学 第１回7月5日（水）～7日（金） 手賀の丘少年自然の家 主催
問　子ども支援課
電話　04-7185‐1111　内線832・844

7月 てがたん「歩道で生きるガッツな植物」 7月8日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2221

7月 テーマトーク 7月8日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2222

7月 手工芸体験教室 7月8日(土)、7月9日(日)
アビスタ　2,3,4,5学・工芸工作
室

共催
問　阿部
電話：7182-8556

7月 ゆかた着てみませんか 7月9日(日) 市民プラザ　和室 共催
問　田口
電話：04-7183-2376

7月 柏市民吹奏楽団　第57回演奏会 7月9日(日) 柏市民文化会館　ホール 後援
問　古渡
電話：090-4177--0558

7月 第78回企画展「鳥・酉・鶏・とり」（仮） 7月15日（土）～11月26日（日） 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2220

7月 美術作品展 7月15日(土)～7月31日(月)
市民プラザ　ギャラリー・ホー
ル

主催
問　我孫子市教育委員会
文化・スポーツ課　04-7185-1601

７月 サマーフェスティバル 7月22日（土）～23日（日） 我孫子南近隣センター
問　我孫子南近隣センター
電話：04-7181-1011
※まちづくり協議会主催事業

7月 鳥の科学作品展 7月22日（土）～8月31日（木） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2224

7月 あびこ自然観察隊「手賀沼のプランクトンと自然観察」 7月25日（火） 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
電話：04-7185-2223

7月 第43回日本フィル夏休みコンサート2017 7月25日(火)、7月27日(木)
習志野文化ホール
千葉県文化会館

後援
問　平井
電話：03-5378-6311

7月 青少年相談員夏キャンプ
7月29日（土）～30日（日）
1泊2日

ふれあいキャンプ場 共催
問　子ども支援課
電話　04-7185‐1111　内線832・844


