
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
JOBANアートラインスタンプラリー　～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

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

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 手賀沼ウオーキング教室 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

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

12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：12月1日（土）・16日（日）・24日（祝）、
1月14日（祝）・19日（土）・23日（水）

白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

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 第36回　明るい社会づくりポスターコンクール 12月3日（月）～9日（日） かしわ市民美術サロン 後援
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

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）・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
我孫子で婚活！
クリスマスパーティー

12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」
☎　04-7184-8100

12月
ご朱印ライドwith千葉ツインレイクエコサイクリング
2018

12月9日（日）
我孫子市親水公園駐車場（出発
地点）

後援
問　ＮＰＯフレンドシップサイクル協会
☎　04-7189-0106

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 竹宵点灯イベント 12月15日（土）～1月21日（月） 近隣センターこもれび 後援
問　米澤
☎　090-6503-2084

12月 日本舞踊子ども体験教室
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

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
我孫子サイエンスカフェ「宇宙の彼方からの重力波の
調べ」

12月23日(日） 天王台北近隣センター 後援
問　我孫子サイエンスカフェ
☎　福元0297-82-3070

12月
歌声サロンで思い出の歌を思いっきり楽しみましょ
う！

12月23日(日） けやきプラザ2階ホール 後援
問　ＮＰＯ法人ＡＣＯＢＡ（いきいき生活クラブまほろば）
☎　04-7181-9701

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「保護者が学ぶ子どものネットトラブル
～被害者・加害者にならないために～」

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
☎　04-7185-1469

12月 いけばなこども教室 12月28日（金）、2月23日（土） アビスタ 工芸工作室
問　岩井さん
☎　04-7188-2053

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 ＮＰＯ法人住み良いまちづくり研究所活動写真展 1月5日（土）～1月14日（月） 近隣センターこもれび 後援
問　米澤
☎　090-6503-2084

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 平成31年我孫子市消防出初式 1月12日（土） 市民体育館 主催
問　我孫子市消防本部　　総務課
電話：04-7181-7700

1月
平成30年度子ども応援団事業1「わたしたちの生きづ
らさ・引きこもりからの大脱出―いやしのソングと生の
声を聞こう―」

1月13日（日） 我孫子市民プラザホール 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
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」

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

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 遊覧船で手賀沼について学ぼう！
1月19日（土）11:00～12:00
1月29日（火）13:30～14:30

手賀沼 主催
問　クリーン手賀沼推進協議会（事務局：手賀沼課）
☎　04-7185-1484

我孫子市イベント情報一覧(平成30年12月～平成31年2月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



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 第17回忠敬江戸入りフォーデーウオーク 1月24日（木）～27（日）
佐原～成田～我孫子～市川～東
京・深川

後援
問　ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会
☎　043-255-0141

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

2月
～語り継ぐ東日本大震災～映画「一陽来復」チャリ
ティー上映会&トーク

2月2日（土） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

2月
第43回　消費生活展
～安全な暮らし　応援します！～

2月2日（土）・3日（日）
10：30～16：30

あびこ市民プラザ 主催
問　我孫子市消費生活センター
☎　04-7185-1469

2月 親子で和菓子を楽しもう！ 2月3日（日） 我孫子地区公民館 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0622

2月
第6回　楚人冠講座 「楚人冠の随筆に見る鉄道の
旅」

2月3日（日） アビスタ　第2学習室 共催
問　図書館
☎　04-7184-1110

2月
enjoyパパ応援プロジェクト

パパの簡単クッキング 2月9日(土) アビスタ調理室 主催
問　子育て支援センター
☎　04－7185－1915

2月 第6回千葉県東葛地区人権サミット 2月13日（水）18:00～20：00
千葉県福祉ふれあいプラザ（けや
きプラザ）2階ふれあいホール

後援
問　ＮＰＯ法人人権ネットワークＰEaＣＥ21
☎　04-7166-2625

2月 冬のフェスタ 2月16日（土）・17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

2月 環境学習「紙飛行機工作と飛行大会」 2月17日（日） アビスタホール 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

2月 第22回東葛教育芸術祭 2月19日（火）～2月24日（日） さわやか県民プラザ 後援
問　第22回東葛教育芸術祭実行委員会
☎　04-7158-5030

2月
森田ゆり氏講演会「エンパワメントと子どもの人権：効
果的な子どもの安全対策の7要件」

2月23日（土） アミュゼ柏プラザ 後援
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511


