
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
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)～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

11月 『我孫子から平和を願う』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
☎　04-7185-1426

11月 「バーナード・リーチ展」 11月30日(木)～2月4日(日) 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

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
☎　04-7185-1529

12月
我孫子市社会福祉協議会設立50周年記念・
我孫子市社会福祉大会

12月2日(土) けやきプラザ　ホール 主催
問　我孫子市社会福祉協議会
☎　04－7184－1539

12月 「バーナード・リーチ展」ギャラリートーク
12月2日(土)・6(水)・13日(水)・20日(水)・27日
(水)、1月10日(水)・13日(土)・17日(水)・24日
(水)・31日(水)

白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　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
☎　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　教育委員会文化・スポーツ課
☎　04-7185-1601

12月 平和の集い～我孫子から平和を願う～ 12月3日(日) けやきプラザふれあいホール 主催
問　企画課
☎　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
☎　04-7182-6974

12月 ファンタスティッククリスマスコンサート 12月9日(土) 布佐南近隣センター 主催
問　布佐南地区まちづくり協議会
☎　04-7189-3740

12月
星空コンサート「素の生活～ソノライフ　アコース
ティックライヴ～」

12月9日(土) 水の館　プラネタリウム 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

12月 12月のてがたん「地衣散歩(ちいさんぽ)」 12月9日(土) 鳥の博物館及びその周辺 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

12月
第70回テーマトーク「都心で繁殖を始めたウミネコの
生態と人の関係」

12月9日(土) 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

12月 旧井上家住宅　鉄道模型運転会 12月9日(土)・10日(日) 旧井上家住宅 共催
問　教育委員会文化・スポーツ課
☎　04-7185-1583

12月 手賀沼ウオーキング教室 12月9日(土)、1月13日(土)、2月3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

12月 第79回企画展・第13回鳥の博物館友の会展 12月9日(土)～1月14日(日) 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

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
☎　04-7182-0511

12月
DVD 上映会
座談会SP レコード音源と映像を楽しむ

12月10日(日) アビスタ 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

12月 クリスマスコンサート 12月10日(日) 近隣センターふさの風 主催
問　ふさの風まちづくり協議会
☎　04-7181-6211

12月 湖北台クリスマスコンサート 12月16日(土) 湖北台近隣センター 主催
問　湖北台地区まちづくり協議会
☎　04-7187-1122

12月
enjoyパパ応援プロジェクト　パパと子のあそび歌ライ
ブ～うたおう！あそぼう！たんさいぼう～

12月16日(土) あびこ市民プラザ　ホール 主催
問　保育課　子育て支援センター
☎　04-7185-1915

12月 講演会「バーナード・リーチとセントアイヴス」 12月17日(日) アビスタ 主催
問　市民図書館アビスタ本館
☎　04-7184-1110

12月 「リーチの足跡を訪ねて」周辺散策ツアー 12月17日(日)、1月28日(日) アビスタ周辺 主催
問　教育委員会文化・スポーツ課
☎　04-7185-1601

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
☎　080-3458-0243

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

12月 竹宵ライトアップ＆新春イベント 12月23日(祝)～1月8日(祝) ゲートスポット 後援
問　栗原さん
☎　090-3225-4999

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)・24日(日) けやきプラザ 共催
問　山品さん
☎　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
☎　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
☎　04-7184-4572

12月 我孫子で 婚活 ！Christmas party 12月24日(日)14：00～17：00
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

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
☎　7184-2526

12月 「歌声とアロマ」　～地域の世代間交流～
12月27日(水)、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

1月 アビシルベ　新春ふるまい
1月1日(月・祝)
10：30～

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

　
問　アビシルベ
電話：04-7100-0014

1月 我孫子市消防出初式 1月6日(土) 市民体育館 主催
問　我孫子市消防本部総務課
☎　04-7181-7700

1月 鳥凧教室 1月8日(月・祝) 鳥の博物館及び親水広場 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

1月 餅つき大会・小学生書初め展 1月8日(祝) 根戸近隣センター 主催
問　根戸地区まちづくり協議会
☎　04-7183-5363

1月 白樺文学館テーマ展示「楚人冠の刀剣鑑賞」 1月10日(水)～3月4日(日) 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182−8578

1月 盆栽・山野草展 1月12日(金)～16日(火) 市民プラザ　ギャラリー 共催
問　岩井さん
☎　04-7188-0972

1月 1月のてがたん「もっと知りたいカモのこと」 1月13日(土) 鳥の博物館及びその周辺 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

我孫子市イベント情報一覧(平成29年12月～平成30年2月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



12月 手賀沼ウオーキング教室 12月9日(土)、1月13日(土)、2月3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

1月 第71回テーマトーク「未定」 1月13日(土) 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

1月 第20回東葛飾地方家庭科，技術・家庭科作品展 1月13日(金)・14日(土) さわやかちば県民プラザ 共催
問　東葛飾地方技術教育センター
☎　04－7192－1130

1月 白樺サロンのひととき京平を偲ぶ 1月14日(日) 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

1月 歌劇「愛の妙薬」全二幕公演 1月14日(日) けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　井上さん
☎　04-7183-0353

1月 湖北台ニューイヤーフェスティバル 1月14日(日) 湖北台近隣センター 主催
問　湖北台地区まちづくり協議会
☎　04-7187-1122

1月 新木ふれあいあわんとり 1月14日(日) 新木近隣センター 主催
問　新木地区まちづくり協議会
☎　04-7188-2010

1月 新年ちびっ子餅つき大会 1月20日(土) 手賀沼親水広場 　
問　あびこ型「地産地消」推進協議会
☎　04-7128-7770

12月 enjoyパパ応援プロジェクト　パパの簡単クッキング 1月20日(土) アビスタ　調理室 主催
問　保育課　子育て支援センター
☎　04-7185-1915

1月 こもれび2017冬のフェスタ 1月20日(土)・21日(日) 近隣センターこもれび 主催
問　こもれびまちづくり協議会
☎　04-7165-2011

1月 新春のつどい 1月21日(日) 久寺家近隣センター 主催
問　久寺家地区まちづくり協議会
☎　04-7179-1166

1月
千葉県人権ユニバーサル事業　障害者スポーツの
トップアスリートを迎えて～パラリンピックと人権～

1月23日(火) けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　NPO法人　人権ネットワークPEaCE21
☎　04-7166-2625

1月 遊覧船で手賀沼について学ぼう 1月25日(木) 手賀沼公園 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

1月
第80回企画展「日本の海鳥～カンムリウミスズメと行
く海の旅」

1月27日(土)～6月24日(日) 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

1月 手賀沼の冬鳥観察会 1月28日(日) 手賀沼公園 後援
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

1月 「リーチの足跡を訪ねて」周辺散策ツアー 1月28日(日) アビスタ周辺 主催
問　教育委員会文化・スポーツ課
☎　04-7185-1583

1月
バーナード・リーチ展特別講演会「リーチを追いかけ
て－『リーチ先生』創作のプロセス－」

1月28日(日) アビスタ 主催
問　市民図書館アビスタ本館
☎　04-7184-1110

1月 歌声と健康体操 1月31日(水) 我孫子南近隣センター９階ホール 後援
問　ずっとずっと友達の会　三勢さん
☎　０９０－６９４２－８８５１

2月 子どものための舞台鑑賞事業 2月3日(土) けやきプラザ　ふれあいホール 主催
問　教育委員会文化・スポーツ課
☎　04-7185-1601

2月 第42回我孫子市消費生活展
2月3日(土)　10：30～16：30
2月4日(日)　10：30～16：30

市民プラザ 主催
問　我孫子市消費生活センター
電話：04-7185-1469

2月 第26回バドミントンシングルス大会 2月4日(日) 市民体育館 後援
問　岡さん
☎　090-6006-2855

2月 第4回楚人冠講座 2月4日(日) アビスタ 共催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182−8578

2月 2017年度　ピティナ・ピアノステップ　柏の葉地区 2月4日(日) さわやかちば県民プラザ　ホール 後援
問　高橋さん
☎　04-7145-7143

2月 柏市民吹奏楽団　第58回演奏会 2月4日(日) 柏市民文化会館　大ホール 後援
問　古渡さん
☎　090-4177-0558

2月 2月のてがたん「シジュウカラと愉快な仲間たち」 2月10日(土) 鳥の博物館及びその周辺 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

2月 第72回テーマトーク「未定」 2月10日(土) 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

2月 あびこ自然観察隊「オーイ！冬鳥くん」 2月11日(日・祝) 手賀の丘少年自然の家周辺 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

2月 第29回市内卓球親善大会 2月11日(祝) 市民体育館 後援
問　吉田さん
☎　04-7182-6974

2月 文化財展 2月17日(土)～20日(火) 市民プラザ　ギャラリー 主催
問　教育委員会文化・スポーツ課
☎　04-7185-1583

2月 フレッシュコンサート 2月18日(日) 市民プラザ　ギャラリー・ホール 主催
問　教育委員会文化・スポーツ課
☎　04-7185-1601

2月 第21回東葛教育芸術祭 2月20日(火)～25日(日)9：00～17：00
さわやかちば県民プラザ
1・2階ギャラリー

後援
問　東葛教育芸術祭実行委員会
☎　04-7149-0536

2月
ふれあい塾あびこ
天満敦子無伴奏ヴァイオリンレクチャーコンサート

2月22日(木) けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　秋田さん
☎　04-7184-4152

2月 我孫子市長杯争奪囲碁大会 2月25日(日) 市民プラザ　ホール 後援
問　山口さん
☎　7185-4176


