
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

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

5月 我孫子アートな散歩市 5月3日(木)～6月3日(日)
旧村川別荘
志賀直哉邸跡書斎
手賀沼公園ほか

後援
問　関谷
電話：090-4206-6242

5月 全日本鳥フォトコンテストinJBF2018(募集) 5月16日（水）～8月17日（金） 市役所手賀沼課(応募先) 共催
問　ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局
（手賀沼課）
☎　04-7185-1484

6月 第33回手賀沼写真コンクール（募集） 6月1日（金）～6月29日(金） 市役所 手賀沼課（応募先） 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

6月 日本の歌を満喫　團伊玖磨はいかが？ 6月2日（土） アミュゼ柏　クリスタルホール 後援
問  八重樫さん
☎  04-7128-5326

6月 あびこキッズフェスティバル2018 6月2日（土） あびこショッピングプラザ 後援
問　我孫子市幼稚園協会事務局・湖北台幼稚園
☎　04-7188-1001

6月 HULALOHA EKOLU(フラロハ　エコル） 6月2日（土）雨天順延6月3日（日） 手賀沼公園 共催
問　フラロハ エコル事務局
☎ 04-7103-3085

6月 市民登山 6月3日（日） 大菩薩嶺 後援
問　岳人あびこ
☎　04-7184-3063

6月 けやきウインドアンサンブル 6月3日（日） けやきプラザ　ホール 共催
問　けやきウインドアンサンブル川上　卓也
☎　070-5572-4780

6月 「春のフェスタ」 6月3日（日） 近隣センターこもれび 主催
問　近隣センターこもれび
☎　04-7165-2011

6月
水の館プラネタリウム　星空コンサート
『Nature Living‐情景の旅路‐プラネタリウム・ヒーリ
ング』

6月3日（日）
　113:00～13:30
　215:00～15:30

水の館3階プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

6月 我孫子のいろいろ八景歩き 6月3日(日)、6月10日(日) 我孫子市内 主催
問　都市計画課 景観推進室
☎　04-7185-1529

6月 第四回天神書道会展 6月8日（金）～13日（水） 市民プラザ　ギャラリー 後援
問　児玉さん
☎　7182－1623

6月 ほくほく北まつり 6月9日（土）14時～19時 JR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
☎　090-2625-6529

6月 「平成30年度第55回我孫子市・柏市共催水防演習」 6月9日（土） 利根川ゆうゆう公園 主催
問　治水課
☎　04-7185-1111　　（内線　640）

6月
我孫子稲門会公開講演会
「我孫子と嘉納治五郎～農園と別荘と～」

6月9日（土）
アビイクオーレ　3階
アビイホール

後援
問　我孫子稲門会本橋　靖弘
☎　04-7182-4187

6月 手賀沼ウオーキング教室

6月9日（土）・7月14日（土）・
8月18日（土）・9月8日（土）・
10月13日（土）・11月17日（土）・
12月1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

6月 婚活イベント 我孫子de バーベキュー婚活！ 6月10日（日） あけぼの山農業公園 共催 問　我孫子市結婚相談所「あび♡こい♡ハート」
☎　04-7157-3900

6月 水無月タンゴ　コンサート 6月11日（月） スタジオWUU　スタジオ 後援 問　奥谷さん
☎　090-9335－9567

6月 ジャパンバードフェスティバル（JBF）出展者募集 6月16日（土）～7月27日（金） 市役所 手賀沼課（申込先） 共催
問　ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局
（手賀沼課）
☎　04-7185-1484

6月 第15回民謡連合大会 6月16日（土）
湖北地区公民館
ホール

共催
問　岡田さん
☎　04-7182-5438

6月
我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団
第37回定期演奏会

6月16日（土）・17日（日） けやきプラザ　ホール 共催
問　山品さん
☎　04-7132-4069

6月 日本舞踊子ども体験教室

6月23日、7月28日、8月25日、9月22日、
10月27日、11月24日、
12月22日、1月26日、2月23日、
3月23日（いずれも第4土曜日）

アビスタ　ミニホール 共催
問　藤間さん
☎　7184-2750

6月 白樺の調べ 6月24日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

6月 げんきフェスタ2018 6月24日（日） 湖北地区公民館、湖北小体育館 共催
問　子ども支援課
☎　04-7185‐1111　内線832

6月 結成45周年記念　第41回我孫子市書道連盟展
特別講演「古典とのつき合い方」

6月30日（土） 市民プラザ　ホール 共催
問　我孫子市書道連盟河野瑞石
☎　04-7182-9065

7月 我孫子深草窯築窯80周年記念河村蜻山展（前期） 7月5日（金）～10月28日 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

7月 第1回手賀の丘フレンドシップツアー 7月6日（金）～7日（土） 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

7月 ファミリーコンサート～とびだせ！ド・レ・ミ♪～ 7月7日（土）
アビイクオーレ　3階
アビイホール

共催
問　子育て支援センター
☎　04-7185-1915

7月 第12回小学生手工芸体験教室 7月7日（土）・8日（日） アビスタ　第2・第3工芸工作室 共催
問　我孫子市手工芸連盟関　眞由美
☎　04-7182-4403

7月
公立高校合同説明会2018
東葛飾地区

7月7日(土)
柏の葉カンファレンス
センター

後援
問　千葉学習塾協同組合
☎　047-424-4056

7月 コールヴォンネ　第8回定期演奏会 7月7日（土） けやきプラザ　ホール 共催
問　混声合唱団コールヴォンネ佐合 芳枝
☎　04-7183-6444

7月
学芸員ギャラリートーク「稲村雑談―蜻山と我孫
子、三樹荘に集う人々―」

前期：7月7日（土）、7月16日（祝月）、7月25日
（水）8月12日（日）、8月19日（日）、8月25日
（土）9月8日（土）、9月15日（土）、9月30日
（日）10月13日（土）、10月17日（水）後期：11
月2日（金）、11月11日（日）、11月24日（土）12
月1日（土）、12月16日（日）12月24日（祝月）1
月14日（祝月）、1月19日（土）、1月23日（水）

白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

7月 ゆかた着てみませんか 7月8日（日） 市民プラザ　ホール 共催
問　我孫子きもの教育協会本田紀子
☎　04-7189-2559

7月 ＣＧＶ杯こどものための英語スピーチコンテスト2018 7月8日(日) 柏市民文化会館 後援
問　ＮＰＯ法人こどもの地球村
☎　070-5078-2925

7月 いかがシリーズVol.13
さわやかに弦楽器の響きはいかが？

7月14日（土） アミュゼ柏 プラザ 後援
問　柏市音楽家協会ミニコンサートシリーズ
  　 いかがコンサート実行委員会眞山美保
☎　080-5697-9326

7月 東京大学音楽部管弦団
サマーコンサート2018千葉公演

7月21日（土） 森のホール21　大ホール 後援
問　東京大学音楽部管弦団南綾乃
☎　080-8877-8964

7月 東我孫子こども夏まつり 7月21日（土） 近隣センターこもれび 共催
問　こもれびまちづくり協議会
☎　04-7165-2011

7月 子供サマーフェスティバル 7月21日（土） 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

7月 サマーフェスティバル 7月21日（土）～22日（日） 我孫子南近隣センター 主催
問　我孫子南まちづくり協議会
☎　04-7181-1011

7月 いけばなこども教室

7月21日（土）、9月8日（土）、
11月16日（金）、12月2日、8（金）、
2月23日（土）
（11月、12月以外土曜日）

アビスタ 工芸工作室
問　岩井さん
☎　04-7188-2053

7月 白樺の調べ 7月22日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

7月 （特）NPOこどもすぺーす柏設立15周年記念舞台鑑
賞会TAP DO!『エキサイティング・ショータイム！』

7月22日（日） 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典子
☎　080-3738－8451

7月 船から見る手賀沼のふしぎ（船上学習） 7月25日（水） 手賀沼公園 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

7月 第55回教育者研究会幼児教育会場 7月25日(水) 柏生涯学習センター 後援
問　千葉県モラロジー協議会
☎　04-7173-8654

7月
手賀沼を観察しよう！
～プランクトンネット作り＆観察と船上バードウォッ
チング～

7月26日（木）、8月2日（木） 水の館　研修室 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

7月 岡発戸・都部の谷津展 7月28日（土）～7月29日（日）
手賀沼親水広場水の館3階研修
室

共催
問　谷津ミュージアムの会事務局（手賀沼課）
☎　04-7185-1484

7月 生涯現役ときわ会創立25周年記念音楽フェスタ 7月29日（日） アミュゼ柏　クリスタルホール 後援
問　生涯現役ときわ会逸見隆夫

☎　7134-9592

我孫子市イベント情報一覧(平成30年6月～8月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



7月
蜻山展関連イベント
講演会「河村蜻山の生涯―陶芸という言葉を作った男―」

7月29日（日） アビスタ1階ホール 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

7月 絵付け体験「親子で蜻山の絵付けに挑戦しよう」 7月29日（日） アビスタ工芸工作室 主催
問　我孫子地区公民館
☎　04-7185-2192

7月 カヌー体験学習会 7月29日（日） 手賀沼親水広場 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

8月 第55回教育者研究会柏会場 8月3日（金） 廣池学園麗澤中・高等学校 後援
問　千葉県モラロジー協議会
☎ 　04－7173－3982

８月 手賀沼花火大会2018 8月4日（土） 手賀沼公園・ふれあいライン 共催
問　商業観光課
☎　04-7185-1475
備考　我孫子会場の情報です

8月 みんなの夏まつり 8月5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
☎　04-7182-9988

8月 夏のフェスティバル 8月5日（日） 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

8月 新木ふれあい夏まつり 8月11日（土） 新木小学校 主催
問　新木地区まちづくり協議会
☎　04-7188-2010

8月
紙粘土で花瓶を作ろう！～廃物利用で鳥型の花瓶
など～

8月16日（木）、8月23日（木） アビスタ工芸工作室 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

8月 柴青睦～天王台ふれあい夏祭り～ 8月18日（土） JR天王台駅北口周辺 後援
問　天王台ふれあい夏祭り実行委員会
☎　090-3227-5343

8月 第28回根戸地区ふるさと祭り 8月18日（土）・19日（日） 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

8月 サマーフェスティバル 8月19日（日） 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

8月 第20回湖北台夏まつり 8月19日（日） 湖北台近隣センター 主催
問　湖北台まちづくり協議会
☎　04-7187-1122

8月 第11回あびこカッパまつり
8月25日（土）
予備日26日（日）

JR我孫子駅南口駅前通り、けや
きプラザ前広場

共催
問　あびこカッパまつり実行委員会事務局
☎　04-7128-4243

8月 天王台地区市民まつり＆盆踊り
8月25日（土）
予備日26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
☎　04-7182-0954

8月 第10回サマーコンサート 8月26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


