
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 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

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
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

2月 手賀沼ウオーキング教室
2月3日（土）、3月10日（土）、
4月7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

2月 「歌声とアロマ」～地域の世代間交流～ 2月28日（水）、3月30日（金） 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

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
☎　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 第5回千葉県東葛地区人権サミット「子育てと人権」 2月9日（金） アミュゼ柏　クリスタルホール 後援
問　NPO法人　人権ネットワークPEaCE21
☎　04-7166-2625　（2月2日申込締切）

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
テーマトーク
「南西諸島の鳥類の不思議をＤＮＡから探る」

2月10日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

2月 第79回にっぽんの心を歌う会　歌と踊り新春大会 2月10日（土） けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　阿部さん
☎　090-8081-7827

2月 踊りと唄の発表会 2月11日（日） 湖北地区公民館　ホール 後援
問　平野さん
☎　04-7182-3131

3月 第1回　合唱の祭典 2月11日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　稲葉さん
☎　04-7185-2053

2月 あびこ自然観察隊「オーイ！冬鳥くん」 2月11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 冬の自然観察会～谷津で鳥を観察しよう～ 2月17日（土） 岡発戸・都部谷津ミュージアム 共催
問　谷津ミュージアム事務局
☎　04-7185-1484（手賀沼課）

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 紙飛行機工作と飛行大会 2月18日（日） アビスタ　ホール 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

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 ひなのまつり 2月23日（金）～3月4日（日） 旧村川別荘 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1583

2月 我孫子吹奏楽団　第29回定期演奏会 2月24日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問  中村さん
☎　080-3472-8420

2月 第4回我孫子市小中学生席書大会 2月25日（日）
我孫子市民体育館
メインアリーナ

後援
問　河野さん
☎　04-7182-9065

3月 いけばな子ども修了式 2月25日（日） アビスタ 工芸工作室 共催
問　岩井さん
☎　04-7188-2053

2月
平成2９年度　千葉県総合型地域スポーツクラブ
ブロック別研修会

2月25日（日） けやきプラザ2階ホール 後援
問　梅田さん
☎　04-7184-9546

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

2月
ＰIＺＺＡ婚活　～ピザ作りで楽しく婚活！
我孫子に住みたい方優先！～

2月25日（日）
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

3月 消防防災まつり 3月3日（土）10:00～15:00 アビイクオーレ１階エントランスホール 共催
問　消防本部予防課
☎　04-7181-7702

3月 ひなまつり 3月3日（土） 我孫子北近隣センター並木本館 主催
問　我孫子北まちづくり協議会
☎　04-7157-4517

3月 ひなまつりコンサート 3月3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

3月 歌声コンサート 3月4日（日） 天王台北近隣センター 主催
問　天王台北地区まちづくり協議会
☎　04-7182-9988

我孫子市イベント情報一覧（平成30年2月～4月）　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



3月 きもの着てみませんか 3月4日（日） アビスタ　第2和室 後援
問　宮後さん
☎　04-7146-4804

3月 第31回歌謡曲発表会 3月4日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　阿部さん
☎　090-8081-7827

3月 第4回我孫子市ふるさと産品まつり 3月4日（日） アビイクオーレ1Fエントランス 共催
問　我孫子市商工会
☎　04-7182-3131

3月 我孫子市民ゴルフフェスタ 3月6日（火） 我孫子ゴルフ倶楽部 後援
問　山崎さん
☎　04-7184-5941

3月
春期企画展「楚人冠と俳人たち
～ホトトギスから湖畔吟社まで」

3月6日（火）～5月13日（日） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182−8578

3月 3月のてがたん「冬芽と樹皮」 3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

3月 テーマトーク（テーマは未定） 3月10日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

3月 我孫子市歌謡文化フェスティバル 3月10日（土） 湖北地区公民館 共催
問　岩鼻さん
☎　04-7183-1934

3月
女性対象婚活セミナー
「第一印象が決めて！好感度UP」
～また会いたい♡と思わせる女性になろう～

3月11日（日）
けやきプラザ９階
我孫子南近隣センターホール

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

3月
男性対象婚活セミナー「会話上手で婚勝！」
～発話力をUP！会話を楽しもう！～

3月11日（日）
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

3月
手賀沼隆起フォーラム
『手賀沼緊急事態！外来水生植物駆除体験講座』

3月11日（日） アビスタ　工芸工作室 共催
問　手賀沼流域フォーラム実行委員会
☎　090-1208-8680　中野

3月 第9回親子釣り大会開催 3月17日（土） 湖上園　釣堀 共催
問　クリーン手賀沼推進協議会事務局
☎　04-7185-1484（手賀沼課）

3月 めるへん文庫表彰式 3月17日（土） アビスタ　ホール 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1601

3月
いかがシリーズVol.11
J.Sバッハ ヴィヴァルディ ヘンデルはいかが？

3月18日（日） アミュゼ柏 後援
問　眞山さん
☎　080-5697-9326

3月
柏ジュニアストリングオーケストラ
第35回定期演奏会「未完成」

3月18日（日） 柏市文化会館　大ホール 後援
問　石田さん
☎　04-7139-6069

3月 あびこ自然観察隊「春の谷津田観察会」 3月21日（祝） 岡発戸谷津ミュージアム 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

3月 春休みジュニアスキー教室 3月23日（金）～26日（月） 山形県蔵王温泉スキー場 後援
問　渡辺さん
☎　090-5348-3033

3月 第23回市内卓球講習会 3月24日（土） 我孫子市民体育館 後援
問　古田さん
☎　04-7128-8607

3月
鳥博セミナー　カンムリウミスズメは何羽いる？
-日本のカンムリウミスズメの現状とモニタリング（仮題）

3月24日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

3月 春休みなぎなた体験教室 3月25日（日） 我孫子市民体育館 後援
問　中村さん
☎　04-7183-3566

3月
クリーン手賀沼推進協議会
「遊覧船で手賀沼について学ぼう！」

3月27日（火） 湖上園 共催
問　クリーン手賀沼推進協議会事務局
☎　04-7185-1484（手賀沼課）

3月 日本・ラトビア合唱交歓演奏会 3月29日（木） けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　加藤さん
☎　04-7132-5423

3月 桜ライトアップ
3月30日（金）～4月15日（日）
※開花状況により変更あり

手賀沼遊歩道 主催
問　公園緑地課
☎　04-7185-1542

3月 あびこ桜おもてなしキャンペーン
3月30日（金）～4月15日（日）
※開花状況により変更あり

手賀沼親水広場 共催
問　商業観光課
☎　04-7185-1475

4月
地域デビュー「ふれあい祭り2018」
～第5回ボランティアメッセ～

4月7日（土） 近隣センターこもれび 後援
問　天王台地区社会福祉協議会
☎　04-7183-9009

4月 民謡舞踊鑑賞会 4月8日（日） けやきプラザ ホール 共催
問 久保田さん
☎ 04-7189-4364

4月 第１５回市民観桜会 4月9日（月） 我孫子ゴルフ倶楽部 後援
問　都市計画課 景観推進室
☎　04-7185-1529

4月 我孫子市美術家協会展 4月14日（土）～18日（水） 市民プラザ　ギャラリー・ホール 共催
問 山田さん
☎ 04-7184-1230

4月 大正琴「和み会」第10回演奏会 4月15日（日） けやきプラザ　ホール 共催
問 阿部さん
☎ 04-7149-3966

4月 湖北台春まつり 4月21日（土）・22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

4月 混声合唱団「響」第14回定期演奏会 4月22日（日） けやきプラザ　ホール 共催
問 稲葉さん
☎ 04-7185-2053

4月 第9回アビシルベまつり 4月29日（日） アビシルベ周辺 後援
問　アビシルベ
☎　04-7100-0014

4月 第１５回大正浪漫ウオークin手賀沼 4月29日（日） 手賀沼公園 後援
問　中山さん
☎　04-7145-1620

4月 第33回布佐新緑まつり 4月29日（日） 布佐駅東口大通り 後援
問　布佐新緑まつり実行委員会　松島
☎　04-7189-2100


