
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

4月 第18回めるへん文庫募集 4月1日（月）～9月6日（金） 文化・スポーツ課 主催
問　文化振興担当
☎　04－7185-1601

4月
「子ども読書の日」関連事業、「こども読書週間　本を
読んでおりがみまめ本をもらおう！」

4月23日（火）～5月24日（金）
（こどもの読書週間4/23～5/12を起点とする
1ヵ月間）

図書館 主催
問　我孫子市民図書館
☎　04－7184－1110

5月 五月飾りと人形展 5月1日（水）～5日（祝） 旧井上家住宅 後援
問　布佐人形保存会・香取

☎　090‐9313‐5201

5月 親子体験茶道教室 5月3日（祝） アビスタ　和室 共催
問　我孫子茶道連盟
☎　04-7182-6161

5月 ひなた号の冒険　～勇気の鍵と光る音～ 5月4日（祝） アミュゼ柏　クリスタルホール 後援
問　一般社団法人ココロエデュケーションラボ　森谷
☎　03-6662-4440

5月 鉄道模型運転会 5月4日（祝）・5日（祝） 旧井上家住宅 後援
問　印西鉄道模型クラブ・関根
☎　0476‐42‐2309

5月
東京2020応援プログラム
目指せ！チアリーダー！！

5月5日（日） アビスタ 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0622

5月 クラルテウインドオーケストラ第2回演奏会 5月6日（祝） けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　クラルテウインドオーケストラ　桑原
☎　080-9304-9439

5月 第29回県民が集う「看護の日」 5月11日（土） モラージュ柏センターコート付近 後援
問　公益社団法人千葉県看護協会
☎　043-245-0025

5月
東京2020応援プログラム
自分史上最速を目指す！走り方教室

5月11日（土） 中央学院大学 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0622

5月 手賀沼ウオーキング教室
5月11日（土）・6月8日（土）・7月13日（土）・
8月10日（土）・9月14日（土）・10月12日（土）・
11月9日（土）・12月14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

5月 我孫子アートな散歩市 5月11日（土）～6月9日（日） 市内各所 後援
問　我孫子手づくり散歩市　関谷
☎　090-4206-6242

5月 看護フェスタ2019 5月12日（日） 聖徳大学松戸キャンパス 後援
問　聖徳大学
☎　047-365-1111

5月 Enjoy手賀沼！2019 5月12日（日） 手賀沼親水広場 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1111(内線26－467・468）

5月 全日本鳥フォトコンテストinJBF2019　募集開始 5月16日（木）～ 手賀沼課 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1111(内線26－467・468）

5月 光画展　第19回写真展 5月17日（金）～5月22日（水） 市民プラザ　ギャラリー 後援
問　光画会　山崎
☎　04-7169-8700

5月 我孫子シニアアンサンブル　第8回定期演奏会 5月18日（土） けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　我孫子シニアアンサンブル　牧野
☎　04-7181-3414

5月 0歳からの春の音楽会　～和と洋～ 5月18日（土） 湖北地区公民館 後援
問　G.S.Musica　阿部
☎　090-5278-7955

5月 第36回謡曲と仕舞　春季発表会 5月19日（日） 湖北地区公民館 共催
問　我孫子謡曲連合会　津田
☎　04-7183-6180

5月
我孫子茶道連盟　茶会
（席主：滝日宗明、中野宗信）

5月19日（日） アビスタ 共催
問　我孫子茶道連盟　小野
☎　04-7182-6161

5月 大正琴「和み会」　第11回演奏会 5月19日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　大正琴和み会　阿部
☎　04-7149-3966

5月 県知事杯囲碁大会 5月19日（日） 市民プラザ　ホール 共催
問　我孫子市囲碁連盟　川村
☎　04-7187-1474

5月 新木ふれあい春まつり 5月19日（日） 新木近隣センター 主催
問　新木近隣センター
☎　04-7188-2185

5月 全建総連第42回住宅デー 5月19日（日）
手賀沼公園、湖北台団地中央集
会所及び気象台記念公園

後援
問　千葉土建あびこ支部
☎　04-7185-9314

5月
タートリンピック
(高齢者運動会)

5月24日(金) 市営ゲートボール場 主催
問　高齢者支援課
☎　04-7185-1111(内線20-411)

5月 第30回我孫子さつき花季展示会 5月24日（金）～5月28日（火） 市民プラザ 共催
問　我孫子さつき会　橘
☎　04-7149-7587

5月
環境レンジャー　春のネイチャーイン「古利根沼周辺
の自然散策」

5月25日（土） 未定 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1111(内線26－467・468）

5月 星空たんけん観望会「月と春の星座を見よう」 5月25日（土） 水の館プラネタリウム 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1111(内線26－467・468）

5月 舞きららの会 5月25日（土） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　我孫子市舞踊連盟　久保田
☎　04-7189-4364

5月 第21回ヴィヴァ・マンドリーノ定期演奏会 5月26日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　ヴィヴァ・マンドリーノ　阿部
☎　04-7189-4364

5月 我孫子市吟詠連盟大会 5月26日（日） 湖北地区公民館 共催
問　我孫子市吟詠連盟　津川
☎　04-7182-6426

5月 平成３１年度我孫子市消防操法大会 5月26日（日） 五本松運動広場 主催
問　警防課
☎　04-7181-7701(内線29－571）

我孫子市イベント情報一覧(平成31年5月～平成31年7月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



5・6月 第１回市政ふれあい懇談会 5月26日（日）・6月8日（土）・9日（日） 各地区近隣センター 主催
問　秘書広報課
☎　04-7185-1714

5月 第2回　食農くらぶ「栽食健美」 5月31日（金） 水の館　研修室 共催
問　図書館・農政課
☎　04-7184-1110、(内線26－502）

6月
フラロハ　エハ
HULALOHA eha

6月1日（土）　予備日6月2日（日） 手賀沼公園、 共催
問　フラロハエハ実行委員会　浅海
☎　080-3428-5388

6月 けやきウィンドアンサンブル定期演奏会 6月2日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　けやきウィンドアンサンブル　川上
☎　070-5572-4780

6月 我孫子市民謡連合会発表会 6月2日（日） 湖北地区公民館 共催
問　我孫子市民謡連合会　岡田
☎　04-7182-5438

6月 市民俳句大会（吟行会） 6月2日（日） 市民プラザ 共催
問　我孫子市俳句連盟　染谷
☎　04-7182-4441

6月
はじめてのフットサル！！
～パパと楽しもう～

6月2日（日）
我孫子市民体育館
メインアリーナ

主催
問　子育て支援センター
☎　04-7185-1915

6月 こもれびフェスタ２０１９ 6月2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
水の館リニューアルオープン3周年記念
星空CD演奏会

6月2日（日）
①11時～、②13時～

水の館　プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

6月 ほくほく北まつり 6月8日（土） JR湖北駅北口周辺 後援
問　ほくほく北まつり実行委員会
☎　04－7188-2352

6月
我孫子稲門会創立20周年記念演奏会
早稲田大学交響楽団コンサート

6月8日（土） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　稲門会我孫子支部　海老原
☎　090-2720-1517

6月 我孫子市華道連盟　第39回華道展 6月8日（土）～6月9日（日） 市民プラザ 共催
問　我孫子華道連盟　下村
☎　04-7184-3389

6月 アンサンブルレオーネ定期演奏会 6月9日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　アンサンブルレオーネ　飯村
☎　04-7188-9340

6月 手賀沼花火大会駅頭募金
6月11日（火）・28日（金）・7月4日（木）・
10日（水）・26日（金）

我孫子駅北・南口 共催
問　商業観光課
☎　04-7185-1475

6月
【県民の日】
プラネタリウム特別無料上映

6月15日（土） 水の館 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

6月 木管五重奏と朗読で綴る「ピーターと狼」 6月15日（土） アビスタ　ホール 共催
問　ふれあい塾あびこ　秋田
☎　080-1364-0371

6月
プッチーニ　ガラコンサート
（ラ・ボエーム第3幕、トスカ第2章）

6月16日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 後援
問　オペラを上演する会　金子
☎　04-7111-0957

6月 2019実践創業塾
6月16日（日）・6月30日（日）・7月14日（日）・7
月28日（日）

アビスタ　ミニホール 主催
問　NPO法人ACOBA
☎　04-7181－9701

6月 川瀬巴水展 6月21日（土）～6月30日（日） 市民プラザ 共催
問　手賀沼アートウォーク実行委員会　鈴木
☎　04-7146-6800

6月 我孫子フィル　定期演奏会 6月22日（土）、6月23日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　我孫子フィルハーモニー管弦楽団　山品
☎　04-7132-4069

6月 げんきフェスタ2019 6月23日（日）
コホミン（湖北地区公民館）、湖北
小学校体育館

共催
問　子ども支援課青少年担当
☎　04-7185-1111（内線832）

6月 男女共同参画講演会 6月30日（土） アビスタ　ホール 主催
問　男女共同参画室
☎　04-7185-1752

7月 小学生手工芸体験教室 7月6日（土）、7月7日（日） アビスタ 共催
問　我孫子市手工芸連盟　関
☎　04-7182-4403

7月 ゆたか着てみませんか 7月7日（日） 市民プラザ 共催
問　我孫子きもの教育協会　田口
☎　04-7182-4860

7月 ファミリーコンサート 7月7日（日）
アビイホール
（アビイクオーレ３階）

共催
問　子育て支援センター
☎　０４－７１８５ー１９１５

7月 第47回懐メロの集い 7月13日（土） 湖北地区公民館 後援
問　懐メロの集い実行委員会　阿部
☎　090-8081-7827

7月
我孫子市茶道連盟　茶会
（席主：中村宗弘、村上宗展）

7月14日（日） アビスタ 後援
問　我孫子茶道連盟　小野
☎　04-7182-6161

7月 第42回湖北ミニコンサート 7月14日（日） アビスタ 後援
問　湖北ミニコンサート実行委員会　飯村
☎　04-7188-9340

7月 生涯現役ときわ会作品展 7月18日（木）～7月21日（日） パレット柏　柏市民ギャラリー 後援
問　生涯現役ときわ会　三浦
☎　04-7191-6155

7月 生涯現役ときわ会活動展 7月19日（金） パレット柏　多目的ホール 後援
問　生涯現役ときわ会　三浦
☎　04-7191-6155

7月
1時間の小さな演奏会　One hour Concert
歌とピアノのステキな出会い

7月20日（土） アミュゼ柏　プラザ 後援
問　One hour Concert　須藤
☎　0120-5489-16

7月 サマーフェスティバル 7月20日（土） 我孫子南近隣センター 主催
問　我孫子南近隣センター
☎　04-7181-1011

7月 子どもフェスティバル 7月20日（土） 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

7月 第7回　楚人冠講座 7月21日（日） アビスタ　第2学習室 共催
問　我孫子市民図書館、杉村楚人冠記念館
☎　04-7184-1110



7月 第45回日本フィル夏休みコンサート2019 7月22日（月） 習志野文化ホール 後援
問　公益財団法人日本フィルハーモニー管弦楽団　平
井
☎　03-5378-6311

7月 パパと子の「親子ヨガ」 ７月27日（土） 市民プラザ 主催
問　子育て支援センター
☎　04－7185ー1915

7月 谷津展 7月27日(土)・7月28日(日) 水の館3階　研修室 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484


