
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 明治時代の仏教青年～『新仏教』の足跡 ～10月1日（日） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182−8578

7月
第78回企画展「鳥・酉・鶏・とり-酉年はトリで楽しむ-
」

～11月26日（日） 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

9月 第8回　写友「手賀沼の仲間達」写真展 9月26日（火）～10月1日（日） けやきプラザ 後援
問　写友「手賀沼の仲間達」・諸遊さん
☎　090-4940-8373

9月
第13回一茶双樹まつり
「第8回一茶双樹俳句交流大会」

9月26日（火）～10月9日（祝） 一茶双樹記念館 後援
問　「一茶双樹まつり」実行委員会・賀来さん
☎　04-7157-7385

9月 企画展「原田京平をめぐる人々―白樺と民藝の絆― 9月27日(水）～11月26日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

9月 第50回女子オープンゴルフ選手権 9月28日（金）～10月1日（日） 我孫子ゴルフ倶楽部
問　商業観光課
☎　04-7185-1475

9月
野崎信一　成田沿線水彩百選
（イラストコルクボード選）

9月29日（金）～10月4日（水） 市民プラザ 後援
問　ギャラリー芙蓉・野崎さん
☎　04-7106-1369

9月
　広木克行先生講演会
　「子どものシグナル見えますか？」
　～いじめ・不登校・・子どもの苦しみを受け止める

9月30日（土）　13：00～17：00 天王台近隣センター　ホール 共催
問　青空の会
☎　04-7184-8666

10月
第3回楚人冠講座
「楚人冠のゴルフエッセイを読む」

10月1日（日） アビスタ 共催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182−8578

10月 第４２回我孫子市高齢者文化祭 10月6日（金） けやきプラザ 主催
問　高齢者支援課
☎　04-7185-1111

10月 竹灯籠の夕べ 10月6日（金）・7日（土） 旧村川別荘 主催
問　教育委員会文化・スポーツ課
☎　04-7185-1853

10月 第20回　写遊　暈　写真展 10月6日（金）～11日（水） 市民プラザ　ギャラリー 後援
問　写遊　暈・山口さん
☎　04-7189-3590

10月 文化祭 10月7日（土）～9日（祝） 根戸近隣センター 　
問　根戸近隣センター
☎　04-7183-5363

10月
南方熊楠生誕150年記念
「杉村楚人冠と南方熊楠」

10月7日（土）～平成30年1月8日（祝） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182−8578

10月 第37回沼南まつり 10月7日（土） セブンパークアリオ柏 　
問　商業観光課
電話：04-7185-1475

10月
我孫子地区市民まつり
フリーバザールあびこ2017

10月7日（土） けやきプラザ前広場ほか 後援
問　我孫子市商工会
電話：04-7182-3131

10月 ソフトテニス市民大会一般の部 10月8日（日） 我孫子市民体育館 主催
問　櫻井秀範さん
☎　090-4716-8014

10月
もうすぐＪＢＦ！
我孫子駅前バードコンサート

10月8日（日） アビシルベ前 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

10月 ギャラリートーク「稲村雑談―原田京平と我孫子―」 10月8日（日）、11月5日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

10月 ちばキャラ運動会2017 10月9日（月・祝） 千葉県総合スポーツセンター 　
問　商業観光課
電話：04-7185-1475

10月 第9回柏の葉公園ウオーキングフェスタ 10月9日（月）
千葉県立柏の葉公園
総合競技場

後援
問　柏の葉公園ウオーキングフェスタ実行委員会・石
川さん
☎　080-5025-3939

10月
認知症の人の家族は何故つらいか～地域住民のか
かわり方、共にいきるために～

10月9日（祝） けやきプラザ２階ふれあいホール 後援
問　認定ＮＰＯ法人東葛市民後見人の会
電話：04-7187-5657

10月 みずゑの会 10月11日（水）～15日（日）
けやきプラザ
ギャラリー1・2

後援
問　みずゑの会・平さん
☎　04-7188-6104

10月
ふれあい塾あびこ　古典芸能「新内節」コン
サート

10月12日（木） アビスタ 共催
問　ふれあい塾あびこ
☎　080-1364-0371

10月 松元ヒロ　ソロライブ 10月13日（金） アミュゼ柏　クリスタルホール 後援
問　（特）NPOこどもすぺーす柏・井野口さん
☎　080-3738-8451

10月 親子で体験！ピザづくりにチャレンジ 10月14日（土） 湖北地区公民館
問　湖北地区公民館
☎　04-7188-4433

10月 白樺サロンのひととき～秋～ 10月14日（土） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

10月 弓道市民大会 10月14日（土） 布佐下多目的広場弓道場 主催
問　猪股辰昭さん
☎　090-3683-1610

10月 てがたん「ヒヨドリの渡り」 10月14日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

10月 テーマトーク 10月14日（土） 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

10月 文化祭 10月14日（土）・15日（日）・22日（日） 布佐南近隣センター 　
問　布佐南近隣センター
☎　04-7189-3740

1月 手賀沼ウオーキング教室 10月14日（土）・11月18日（土）・12月9日（土） 手賀沼公園 後援
問　ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会
☎：043-255-0141

10月 第23回あびこ子どもまつり 10月15日（日） アビスタ・手賀沼公園 共催
問　子ども支援課
☎　04-7185‐1111（内線832・844）

10月 なぎなた千葉県民大会 10月15日（日） 我孫子市民体育館 主催
問　大橋孝子さん
☎　04-7184-2104

10月 第36回我孫子市産業まつり 10月15日（日） 湖北台中央公園 共催
問　商業観光課
電話：04-7185-1475

10月 我孫子のいろいろ八景歩き
10月15日（日）・22日（日）・29日（日）、11月5日
（日）

市内全域 主催
問　都市計画課景観推進室
☎　04-7185-1529

10月 あびこｄｅ農家と婚活 10月21日（土） 市内農家・アビスタ等 共催
問　我孫子市結婚相談所あび♡こい♡はーと
☎　04-7157-3900

10月 バレーボール家庭婦人市民大会 10月21日（土） 我孫子市民体育館 主催
問　佐々木みどりさん
☎　080-5672-8074

10月 第14回谷津まつり 10月21日（土） 谷津ミュージアム作業小屋 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

10月 我孫子市総合防災訓練 10月21日（土）9:30～ 湖北台東小学校 主催
問　市民安全課
電話：04-7185-1111（内295）

我孫子市イベント情報一覧（平成29年10～12月）　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



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

10月
男女共同参画社会づくり講演会
自分に「いいね！」～とらわれない生き方を目指して

10月21日（土）13：30～15：30 あびこ市民プラザホール 共催
問　秘書広報課男女共同参画室
☎　04-7185-1752

10月 第20回我孫子国際野外美術展 10月21日（土）～11月5日（日）
布佐市民の森、宮の森公園、布
佐のまち周辺

共催
問　我孫子野外美術展実行委員会・駒場さん
☎　04-7189-6021

10月 KJSO子ども音楽づくりワークショップ2017 10月21日（土）※雨天時22日（日）
セブンパークアリオ柏
スマイルパーク

後援
問　柏ジュニアストリングオーケストラ・石田さん
☎　04-7139-6069

10月
駅からハイキング
芸術の秋！我孫子の森に現れた芸術作品を鑑賞す
るハイキング

10月21日（土）～10月29日（日）
布佐駅～旧井上家住宅～布佐市
民の森～宮の森公園～布佐駅

　
問　企画課
電話：04-7185-1426

10月 第67回千葉県民体育大会　剣道競技 10月22日（日） 我孫子市民体育館 主催
問　武田伊智朗さん
☎　04-7186-0138

10月 秋の収穫祭 10月22日（日） 久寺家近隣センター 　
問　久寺家近隣センター
☎　04-7179-1166

10月 卒サラ講座　人生は定年後が面白い!!
①10月24日（火）　②10月29日（日）
③11月1日（水）　④11月14日（火）
⑤11月17日（金）すべて 13：30～16：30

①近隣センターふさの風
②我孫子北近隣センター（並木本
館）　③我孫子南近隣センター
④湖北台近隣センター
⑤天王台北近隣センター

共催
問　教育委員会生涯学習課
☎　04-7185-1602

10月 第3回手賀の丘ふれあい宿泊通学 10月25日（水）～27日（金） 手賀の丘少年自然の家 主催
問　子ども支援課
☎　04-7185‐1111（内線832・844）

5月 「歌声とアロマ」　～地域の世代間交流～
10月27日（金）・11月21日（火）12月27日（水）・
平成30年1月31日（水）・2月28日（水）・3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
☎：090-6942-8851

10月 よむよむラリー
10月27日（金）～11月30日（木）
※移動図書館は12月22日（金）まで

我孫子市民図書館（アビスタ本
館、湖北台分館、布佐分館、移動
図書館）

主催
問　市民図書館アビスタ本館
☎　04-7184-1110

10月 市民陸上競技大会 10月28日（土） 柏の葉運動公園陸上競技場 主催
問　村田寛さん
☎　04-7185-2226

10月 文化祭 10月28日（土）・29日（日） 近隣センターふさの風 　
問　近隣センターふさの風
☎　04-7181-6211

10月
朗読のひととき～我孫子を知る3～
原田京平を知る

10月29日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

10月 手賀沼エコマラソン 10月29日（日） 柏ふるさと公園 主催
問　手賀沼エコマラソン実行委員会事務局
☎　04-7167-8345

11月 ジャパンバードフェスティバル「第27回鳥学講座」 11月4日（土） アビスタ 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

11月 NECグリーンロケッツラグビー教室 11月4日（土） NECグリーンロケッツグラウンド 後援
問　フリーコール
☎　0120-999-000

11月 ジャパンバードフェスティバル 11月4日（土）・5日（日） 手賀沼親水広場、アビスタほか 共催
問　JBF実行委員会事務局（手賀沼課）
☎　04‐7185‐1484

11月 てがたん in JBF2017 11月4日（土）・5日（日） 手賀沼周辺 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

11月 ジャパンバードフェスティバル「鳥博クイズ」 11月4日（土）・5日（日） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

11月 ジャパンバードフェスティバル「鳥の工作」 11月4日（土）・5日（日） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

11月 ジャパンバードフェスティバル「ゲストトーク」 11月5日（日） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

11月 第47回我孫子市民剣道大会 11月5日（日） 我孫子市民体育館 主催
問　村井保夫さん
☎　050-7521-7950

11月
第9回明治大学マンドリン倶楽部
チャリティー演奏会

11月11日（土） 柏市民会館　大ホール 後援
問　明治大学校友会我孫子地域支部・関さん
☎　04-7183-3966

11月 てがたん「白樺派の見た我孫子の自然」 11月11日（土） 手賀沼周辺 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

11月 利根川河川敷清掃 11月11日（土）
・利根川ゆうゆう公園
・ふさ復興会館

主催
問　治水課
電話：04‐7185‐1509

11月 新そばまつり 11月11日（土）・12日（日） 手賀沼親水広場
問　株式会社あびベジ
☎　04-7168-0821

11月 第48回卓球市民大会 11月12日（日） 我孫子市民体育館 主催
問　吉田常子さん
☎　04-7182-6974

11月 白樺サロンのひととき～旅～ 11月12日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

11月 第4回親守詩千葉県大会 11月12日（日）
千葉市中央区蘇我コミュニティー
センター

後援
問　実行委員長・根本さん
☎　043-254-2110

11月 我孫子ギターサークルコンサート 11月12日（日） 市民プラザ 後援
問　関谷さん
☎　7186-4337

11月 平成29年度我孫子市消防フェア 11月12日（日）
アビイクオーレ
イトーヨーカドー我孫子南口店
エントランスホール

共催
問　我孫子市防災協会事務局（消防本部予防課内）
電話：04-7181-7702

11月
息子・娘のための代理婚活会
～お子様の代わりに結婚相手を探す場を提供します
～

11月12日（日）13：30～16：00
けやきプラザ11階　我孫子市結婚
相談所あび♡こい♡ハート

共催
問　我孫子市結婚相談所あび♡こい♡はーと
☎　04-7157-3900

11月 手賀沼ふれあいウォーク 11月18日（土） 手賀沼周辺 主催
問　手賀沼ふれあいウォーク実行委員会事務局（柏市
保健所地域健康づくり課）
☎　04-7167-1256

11月 第36回我孫子市農業まつり 11月18日（土） 手賀沼親水広場 共催
問　農政課
☎　04-7185-1481

11月 健康フェア2017 11月19日（日） アビスタ 主催
問　健康フェア実行委員会事務局（健康づくり支援課）
☎　04-7185-1126

11月 バドミントン連盟第6回秋季大会 11月19日（日） 我孫子市民体育館 後援
問　稲葉谷睴樹さん
☎　04-7187-2549

11月 第7回我孫子市和太鼓祭り 11月19日（日） 湖北台中央公園 共催
問　湖北フラワーセンター　堀尾
電話：070-1510-8634

11月 ヴァイオリンの名曲を届けます！ 11月20日（月） アビスタ　ホール 共催
問　NPO法人ふれあい塾あびこ・秋田さん
☎　04-7184-4152

11月
ドルチェ・マンドリーノ
第11回定期演奏会

11月23日（祝） アミュゼ柏　クリスタルホール 後援
問　ドルチェ・マンドリーノ・佐々木さん
☎　04-7183-3682

11月
我孫子市バレーボール連盟
一般男女市民大会

11月23日（祝） 我孫子市民体育館 主催
問　佐々木みどりさん
☎　080-5672-8074



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

11月 あびこ自然観察隊「晩秋の手賀川観察会」 11月23日（祝） 手賀沼周辺 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

11月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！ 11月24日(金) 手賀沼公園 共催
問　クリーン手賀沼推進協議会事務局(手賀沼課)
☎　04-7185-1484

11月
「市民のチカラ」まつり
～楽しく参加、いろいろ体験～

11月25日（土）・26日（日） けやきプラザ 共催
問　あびこ市民活動ステーション
☎　04-7185-6300

11月
朗読のひととき～我孫子を知る4～
原田京平を知る～

11月26日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

11月 柏交響楽団第68回定期演奏会 11月26日（日）
柏市民文化会館
大ホール

後援
問　柏交響楽団・河本さん
☎　04-7149-6505

12月 原爆被災写真展 11月28日（火）～12月3日（日）
けやきプラザギャラリー２
アビシルベ

主催
問　企画課
電話：04-7185-1426

11月
平成29年度認知症予防講演会
「効果的な脳の鍛え方」

11月29日（水） けやきプラザ　2階ホール 主催
問　高齢者支援課
☎　04-7185-1111（内線382）

11月 「バーナード・リーチ展」 11月29日（水）～2月4日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

11月 響きあう世界へ 11月30日（木） アミュゼ柏　クリスタルホール 後援
問　さやの会・児玉さん
☎　04-7173-0656

12月 第26回日立総合経営研修所庭園公開 12月2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

12月 「バーナード・リーチ展」ギャラリートーク 12月2日（土） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
電話：04-7185-2192

12月
我孫子アコーディオンクラブ
第11回サロンコンサート

12月3日（日） 市民プラザ 共催
問　山中さん
電話：04-7187-0960

12月 第37回郷土芸能祭 12月3日（日） 湖北地区公民館 主催
問　文化・スポーツ課
電話：04-7185-1601

12月 平和の集い（中学生派遣報告会） 12月3日（日） けやきプラザふれあいホール 主催
問　企画課
電話：04-7185-1426

12月 手賀沼ふれあい清掃 12月3日（日） 手賀沼公園 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

12月 第３２回レディースオープン卓球大会 12月6日（水） 我孫子市民体育館 後援
問　吉田常子さん
電話：04-7182-6974

12月 親子でリーチの絵付けに挑戦しよう！ 12月10日（日） アビスタ 主催
問　公民館担当
電話：04-7182-0511

12月 「リーチの足跡を訪ねて」周辺散策ツアー 12月17日（日） アビスタ周辺 主催
問　白樺文学館
電話：04-7185-2192

12月 第13回五色百人一首大会　千葉県北西部会場 12月23日（日） 柏市立中央体育館 後援
問　平山さん
電話：080-3458-0243

12月 第３８回オープン卓球大会 12月23日（土・祝） 我孫子市民体育館 後援
問　吉田常子さん
電話：04-7182-6974

12月
我孫子市民コンサート・36
「ファンタジー姫と悪魔と宇宙」

12月23日（土）、
12月24日（日）

けやきプラザ 共催
問　山品さん
電話：7132-4069

12月 白樺サロンのひととき～クリスマス～ 12月24日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
電話：04-7185-2192

12月
2017年冬　あびこファミリーコンサート29th島
筒英夫コンサート
～いのちありがとう！音楽に感謝をこめて～

12月24日(日) 市民プラザ 後援
問　浦さん
電話：04-7184-4572

12月
「1日遅れのクリスマスコンサート」
音楽の贈り物vol.１１

12月26日(火) けやきプラザ 後援
問　高須さん
電話：7184-2526


