
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 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
JOBANアートラインスランプラリー　～繋がる　人　ま
ち　アート～

10月6日（土）～12月9日（日）
常磐線沿線自治体で実施するイ
ベント会場

問　企画課
☎　04-7185-1426

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

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
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―」

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

11月 ジャパンバードフェスティバル（JBF）2018
11月3日（土）9:30～16:00
11月4日（日）9:30～15:30

手賀沼親水広場、水の館、オオバ
ン広場（多目的広場駐車場）、アビ
スタ、鳥の博物館、山階鳥類研究
所

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

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
DVD上映会「リーチ・ポタリー1952陶芸家バーナード・
リーチの工房」

11月4日（日）、1月18日（金） 白樺文学館 共催
問　図書館
☎　04-7184-1110

１１月
第７２回東葛飾地方中学校
駅伝競走大会写真展

11月8日(木)～11月15日(木)
我孫子インフォメーションセンター　アビ
シルベ

主催
問　我孫子市教育委員会

☎　０４－７１８５－１３６７

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 そばまつり 11月10日（土）、11日（日） 手賀沼親水広場　水の館
問　あびこ農産物直売所あびこん
☎　04-7168-0821

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」
☎　04-7184-8100

11月 第13回千葉県福祉機器展2018 11月16日（金）～11月17日（土） けやきプラザ 後援
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

11月 いけばなこども教室
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

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 古利根沼水辺清掃 11月17日（土）9：00～11：00 古利根沼中央我湖排水路広場 主催
問　公園緑地課
☎　04-7185-1542

11月
　プレパパママ講習会

「赤ちゃんの神秘」 11月17日（土）
アビイクオーレ2階
にこにこ広場

共催
問　子育て支援センター
☎　04-7185-1915

11月 星空たんけん観望会 11月17日（土） 水の館　プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

11月 農業まつり 11月17日（土） 手賀沼親水広場　水の館 主催
問　農政課
☎　04-7185-1111

１１月 論語で学ぶ「英語の基礎力」「漢字の基礎力」 11月17日（土） 二松學舍大学柏キャンパス１号館 後援
問　二松學舍大学
☎　０４－７１９１－８７５３

11月 移動図書館そよかぜ号がアビスタに来ます！ 11月17日（土）、11月24日（土） アビスタ 主催
問　図書館
☎　04-7184-1110

11月 クリーン手賀沼推進協議会船上学習会
11月17日（土）　11:00～
11月28日（水）　13:30～

湖上園 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

11月 手賀沼ウオーキング教室 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

11月 2018手賀沼チームラン・キッズラン『うなきちカップ』 11月18日（日） 手賀沼親水広場 共催
問　教育委員会　文化・スポーツ課
☎　7185-1604

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 「平和の集い」展 11月21日（水）～12月2日（日）
けやきプラザギャラリー、アビシル
ベ

共催
問　企画課
☎　04-7185-1426

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 採って食べよう秋の野菜芋煮会！ 11月24日（土） 須藤一宏農園
問　あびこ型「地産地消」推進協議会
☎　04-7128-7770

11月 日本舞踊子ども体験教室
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

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」
☎　04-7184-8100

11月 第27回あびこ国際交流まつり 11月25日（日） 市民プラザ 共催
問　我孫子市国際交流協会
☎　04-7183-1231

12月 第27回日立総合経営研修所庭園公開
12月1日（土）
※雨天時は2日（日）に順延

日立総合経営研修所 後援
問　我孫子の景観を　　育てる会　　吉澤
☎　04-7184-2856

12月 JOY！JOY！クリスマス会 12月１日（土） 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

我孫子市イベント情報一覧(平成30年11月～平成31年1月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



12月 手賀沼ふれあい清掃
12月2日（日）
※雨天時は9日（日）に延期

手賀沼公園集合 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

12月 「平和の集い～我孫子から平和を願う」 12月2日（日）13:00～ けやきプラザ　ホール 共催
問　企画課
☎　04-7185-1426

12月 クリスマスコンサート 12月8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

12月 災害時外国人サポーター養成講座 12月8日（土）、12月15日（土） 市民プラザ 共催
問　千葉県総合企画部　国際課
☎　043-223-2254

12月 クリスマスコンサート 12月9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 クリスマスコンサート 12月9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

12月 クリスマスコンサート 12月15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 環境学習　バードフィーダーづくり 12月15日（土） 水の館　研修室 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

12月 ピヨピヨ親子ショートテニス教室 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

12月 プラネタリウムクリスマスコンサート 12月24日(月) 水の館プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

12月 消費生活講座 12月26日（水）14～16時 アビイホール 主催
問　消費生活センター
☎　04-7185-9999

1月 アビシルベ　新春ふるまい 1月1日（火・祝）
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
☎　04-7100-0014

1月 第11回市民公開講座 1月6日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

1月 新春のつどい 1月13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 ニューイヤーフェスティバル 1月13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13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 平成31年我孫子市成人式 1月13日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

1月 根戸っ子もちつき大会と小学生書初め展 1月13日（日）、14日（月） 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 新年ちびっ子餅つき大会2019 1月19日（土）※予定 手賀沼親水広場　水の館
問　新年ちびっ子餅つき大会実行委員会
☎　04-7128-7770

１月 湖北・手賀地区　合同演奏会 1月19日（土） コホミン（湖北地区公民館）ホール 共催
問　湖北地区公民館
☎　04-7188-4433

１月
第21回東葛飾地方家庭科、
技術・家庭科作品展

1月19日(土）～1月20日（日） さわやか県民プラザ 後援
問　東葛飾地方技術教育センター
☎  04-7192-1130

1月
子育て支援センター

１０周年記念イベント 1月20日（日） にこにこ広場
（アビイクオーレ2階）

主催
問　子育て支援センター
☎　04-7185-1915

１月 ネイチャーイン「手賀沼の冬鳥観察」 1月27日(日)
手賀沼公園
ボートセンター小池

主催
問　手賀沼課
☎  04-7185-1484


