
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 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

9月 ママへのごほうびフェスタ2018 9月1日(土)
アビイクオーレ
（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
☎　04-7185-1915

9月 いけばなこども教室
9月8日（土）、11月16日（金）、12月28日（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

9月 手賀沼ウオーキング教室
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

9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：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

9月 息子・娘のための第4回代理婚活会 9月9日（日）
けやきプラザ11階
我孫子市結婚相談所

共催
問　我孫子市結婚相談所「あび♡こい♡ハート」
☎　04-7157-3900

9月 ふさの祭り 9月15日（土）～17日（月） 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

9月 市民のチカラまつり 9月22日（土）・23日（日） けやきプラザ 共催
問　市民活動ステーション
☎　04-7185-6300

9月 日本舞踊子ども体験教室
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

9月 ほくほくサンバ 9月23日(日)　※予備日無し 湖北駅南口周辺 後援
問　ほくほくサンバ実行委員会
☎　04-7187-3020

9月 第20回国際交流スピーチ大会 9月30日(日)
あびこ市民プラザ
多目的ホール

後援
問　我孫子市国際交流協会
☎　04-7183-1231

10月 よむよむラリー 10月2日（火）～11月30日（金） 市内各図書館 主催
問　図書館
☎　04-7184-1110

10月
第26回公益社団法人　日本３B体操協会　千葉県支
部大会

10月4日（木）
千葉県福祉ふれあいプラザ（ふれ
あいホール）

後援
問　日本３B体操協会　内藤
☎　080-3004-5677

10月 食農くらぶ「栽食健美（さいしょくけんび）」 10月5日（金） 水の館 共催
問　図書館
☎　04-7184-1110　又は　農政課（内26-502）

10月 竹灯籠の夕べ 10月5日（金）～6日（土） 旧村川別荘 主催
問　教育委員会　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1583

10月 チャレンジスポーツフェスタ 10月6日（土） 我孫子市市民体育館 主催
問　チャレンジスポーツフェスタ実行委員会
☎　04-7187-7110

10月 我孫子地区市民まつり 10月6日（土） けやきプラザ前広場 後援
問　我孫子地区市民まつり実行委員会
☎　04-7182-6171

10月 健康フェア2018 10月7日（日） アビイクオーレ 共催
問　健康フェア実行委員会事務局（健康づくり支援課
内）
☎　04-7185-1126

10月 柏の葉ウオーキングフェスタ 10月8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長　石
川
☎　080-5025-3939)

10月 ピヨピヨ親子ショートテニス教室 10月8日（月）、12月23日(日） 吉田記念研修センター 後援
問　吉田記念テニス研修センター
☎　04-7134-3030

10月 ふるさと納税 秋祭 in二子玉川ライズ 10月13日（土）10：00～17：00
二子玉川ライズ　中央広場（東京
都世田谷区玉川2-21-1）

　
問　企画財政部財政課
☎　04-7185-1442

10月 第３６回　青少年キャンプ 10月13日（土）～14日（日） ふれあいキャンプ場 共催
問　子ども支援課
☎　04-7185-1111（内８３２）

10月 ～もうすぐJBF～我孫子駅前バードコンサート 10月14日（日） アビシルベ前 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

10月
日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダ
ンス2018inＣＨＩＢＡ

10月14日(日) 松戸市民会館 後援
問　日本語を母語母語としない親と子どものための進
路ガイダンス実行委員会
☎　080-3175-9539

10月
子ども向けワークショップ
「生き物のふしぎを体験しよう！」

10月14日（日） アビスタ　ホール 共催
問　手賀沼流域フォーラム実行委員会　中野

☎　090-1208-8680

10月 谷津まつり 10月20日（土） 谷津ミュージアム 共催
問　手賀沼課

☎　04-7185-1484

10月 我孫子市総合防災訓練 10月20日（土） 布佐南小学校 主催
問　市民安全課
☎　04-7185-1111

10月 プラネタリウム　ボサノヴァ星空コンサート 10月20日（土） 水の館プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

10月 手賀沼賞・エコ・子ども教室 10月21日（日）
アビスタ（子どもまつり内にて開
催）

共催
問　我孫子市環境レンジャー

☎　04-7185-1484

10月 産業まつり 10月21日（日） 湖北台中央公園 共催
問　産業まつり実行委員会
☎　04-7188-2085

10月 第２４回あびこ子どもまつり 10月21日（日） アビスタ、手賀沼公園多目的広場 共催
問　子ども支援課
☎　04-7185-1111（内832）

我孫子市イベント情報一覧(平成30年9月～11月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



10月 ちょっと先取りJBF2018inアビシルベ 10月23（火）～11月5日（月） アビシルベ 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

10月
平成30年度文字活字文化の日関連事業
ブックフィルムコーティング講習会

10月24日（水） アビスタ 主催
問　図書館
☎　04-7184-1110

10月
平成30年度文字活字文化の日関連事業
ブックフィルムコーティング講習会

10月25日（木） 布佐分館 主催
問　図書館
☎　04-7184-1110

10月
平成30年度文字活字文化の日関連事業
ブックフィルムコーティング講習会

10月26日（金） 湖北台分館 主催
問　図書館
☎　04-7184-1110

10月
間違いだらけのラジオ体操
貴方は正しく出来ますか？

10月27日（土）13：30～15：30 中央学院大学 共催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

10月 enjoyパパ応援プロジェクト「はじめてのラグビー体験」 10月28日（日）
NECグリーンロケッツホームグラウ
ンド
（NEC我孫子事業場内)

主催
問　子育て支援センター
☎　04－7185－1915

10月 手賀沼エコマラソン 10月28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
☎　04-7167-8345

11月 我孫子のいろいろ八景歩き 11月1日（木）・8日（木）15日（木）・22日（木） 我孫子市内 主催
問　都市計画課
☎  04-7185-1529

11月 布佐もみじまつり 11月4日(日) 布佐駅東口大通り 後援
問　実行委員会
☎　04-7189-2100

11月 第２０回湖北台秋まつり 11月4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

11月 近隣アート展 11月10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

11月 利根川河川敷清掃 11月10日（土）
利根川ゆうゆう公園・ふさ復興会
館

主催
問　治水課
☎　04-7185-1111（内線640）

11月 新木ふれあい文化祭 11月10日（土）・11日（日） 新木近隣センター 主催
問　新木地区近隣センター
☎　04-7188-2010

11月 平成30年度我孫子市消防フェア 11月11日（日）
アビイクオーレ（イトーヨーカドー我
孫子南口店）

共催
問　消防本部予防課
☎　04-7181-7702

11月 趣味♥婚活　パートⅠ 11月11日(日)
けやきプラザ11階
我孫子市結婚相談所

共催
問　我孫子市結婚相談所「あび♡こい♡ハート」
☎　04-7157-3900

11月 手賀沼ふれあいウオーク2018 11月17日（土） 手賀沼公園・柏ふるさと公園 主催 問　手賀沼ふれあいウオーク実行委員会事務局（健康づくり支援課内）
☎　04-7185-1126

11月 防災フェスタ 11月18日（日） 天王台北近隣センター 主催
問　天王台北地区地域会議
☎　04-7182-9988

11月 和太鼓まつり 11月18日(日) 湖北台中央公園 共催
問　実行委員会
☎　０７０－１５１０－８６３４

11月 秋のフェスタ 11月23日（土）・24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

11月 趣味♥婚活　パートⅡ 11月25日(日)
けやきプラザ11階
我孫子市結婚相談所

共催
問　我孫子市結婚相談所「あび♡こい♡ハート」
☎　04-7157-3900


