
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 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　フラロハエルア事務局
電話：04-7136-7232
mail：info@lilikoi-market.com

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 あびこキッズフェスティバル
6月3日（土）
午前11時から午後3時30分まで

あびこショッピングプラザ
１階催事場

後援
問　私立幼稚園協会事務局・湖北台幼稚園
電話：04-7188-1001

6月
enjoyパパ７応援プロジェクト
フットサル

6月4日(日) 我孫子市民体育館 主催
問　保育課　子育て担当
電話：04-7185-1111
        内線　(479)

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

6月 リサイクルフリーマーケット 6月4日(日)　10時～12時 我孫子市ふれあい工房
問　ふれあい工房
電話 04-7186-5500
※ふれあい工房運営協議会主催事業

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：7185-2212

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 平成29年度第54回柏市・我孫子市共催水防演習 6月10日(土)
柏市布施地先利根川河川敷
(新利根大橋付近)

共催
問　建設部治水課
電話：04-7185-1111
(内線640)

6月 2017実践創業塾　プチ起業コース　夏クラス 29年6月10日（土）
我孫子南近隣センター
第一会議室

主催
問　企業立地推進課
電話：04-7185-2214

6月 第27回墨雅会展 6月9日(金)～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 坂東の豪族「平将門フォーラム」―馬・鉄・布―
6月17日(土)～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
我孫子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) けやきプラザ　ふれあいホー
ル

共催
問　山品
電話：7132-4069

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：7185-2212

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 利根川上流カスリーン台風70年パネル展 6月21日(水)～6月27日(火)
生涯学習センター「アビスタ」
2階展示スペース

共催
問　建設部治水課
電話：04-7185-1111
(内線640)

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、湖北小体
育館

共催
問　子ども支援課
電話　04-7185‐1111　内線832・844

6～8
月

2017実践創業塾　本格起業コース　夏クラス
6月25日（日）・7月9日（日）・7月23日（日）・8
月6日（日）・8月20日（日）

我孫子南近隣センター
第一会議室　他

主催
問　企業立地推進課
電話：04-7185-2214

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

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：7185-2212

ｲﾍﾞﾝﾄ情報一覧(6～8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

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：7185-2212

7月 第１１回小学生手工芸体験教室 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　本田
電話：04-7189-2559

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　松村
電話：090-9834-4094

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
特別展「葛飾北斎とその時代」（第６０回我孫子市民
文化祭記念事業）　※同時開催で特別講演あり

7月15日(土)～7月31日(月)

市民プラザ　ギャラリー・ホー
ル
※講演会は我孫子南近隣セ
ンターにて開催

主催
問　我孫子市教育委員会
文化・スポーツ課　04-7185-1601

7月 子どものサマーフェスティバル 7月22日（土） 天王台北近隣センター
問　天王台北近隣センター
電話：04－7182－9988
※まちづくり協議会主催事業

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：7185-2212

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：7185-2212

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(7/25)
千葉県文化会館(7/27)

後援
問　平井
電話：03-5378-6311

7月 夏のフェスティバル 7月25日(火)
我孫子北近隣センターつくし
野館

問　我孫子北近隣センターつくし野館
電話：04－7157－4085
※まちづくり協議会主催事業

7月 第54回教育者研究会柏会場幼児教育部門 7月26日(水) モラロジー研究所 後援
問　教育委員会指導課
電話：04-7185-1367

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

8月 第54回教育者研究会柏会場 8月4日(金) 廣池学園麗澤中・高等学校 後援
問　教育委員会指導課
電話：04-7185-1367

8月 手賀沼花火大会2017
8月5日（土）
予備日8月6日（日）

手賀沼公園・手賀沼ふれあい
ライン他

共催
問　手賀沼花火大会我孫子会場実行委員会
電話：04-7182-3131

8月 天王台ふれあい夏まつり 8月19日（土） 天王台北口周辺 後援
問　天王台ふれあい夏まつり実行委員会
電話：090-3227-5343

8月 第10回あびこカッパまつり
8月26日（土）
予備日8月27日（日）

我孫子駅南口駅前通り・けや
きプラザ前広場・公園坂通り

共催
問　あびこカッパまつり実行委員会
電話：080-6652-9229

8月 天王台地区市民まつり&盆踊り
8月26日（土）
予備日8月27日（日）

天王台西公園 後援
問　天王台地区市民まつり実行委員会
電話：04-7182-1565

8月 みんなの夏まつり 8月6日(日） 久寺家近隣センター
問　久寺家近隣センター
電話：04－7179－1166
※まちづくり協議会主催事業

8月 夏のフェスティバル 8月6日（日）
我孫子北近隣センター並木
本館

問　我孫子北近隣センター並木本館
電話：04－7157－4517
※まちづくり協議会主催事業

8月 新木ふれあい夏まつり 8月12日(土) 新木小学校校庭
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

8月 第27回根戸地区ふるさと祭り 8月19日(土）、20日（日） 根戸近隣センター
問　根戸近隣センター
電話：04－1783－5363
※まちづくり協議会主催事業

8月 サマーフェスティバル2017 8月20日(日） 布佐南近隣センター
問　布佐南近隣センター
電話：04－7189－3740
※まちづくり協議会主催事業

8月 湖北台夏まつり 8月20日(日） 湖北台近隣センター
問　湖北台近隣センター
電話：04－7187－1122
※まちづくり協議会主催事業

8月 星空遠望会 8月26日（土）
我孫子北近隣センター並木
本館

問　我孫子北近隣センター並木本館
電話：04－7157－4517
※まちづくり協議会主催事業

8月 第9回ふさの風サマーコンサート 8月27日（日） 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


