
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・スポーツ課文化振興担当
☎　04-7185-1601

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

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 MOTTAINAIキッズフリーマーケット 6月2日（日） あびこショッピングプラザ 後援
問　NPO法人キッズフリマ
☎　03-3384-0675

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 我孫子かるた教室
6月2日（日）、6月23日（日）、7月13日（土）、
8月10日（土）、8月24日（土）、9月14日（土）、
10月12日（土）、11月9日（土）、11月30日（土）

我孫子市民プラザ、久寺家近隣セ
ンター

後援
問　我孫子カルタに親しむ会　河野
☎　04-7184-8110

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 第1回市政ふれあい懇談会 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

6月 我孫子市華道連盟　第39回華道展 6月8日（土）・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 手賀沼ウオーキング教室
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

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）・6月28日（金）・7月4日（木）・
7月10日（水）・7月26日（金）

我孫子駅北・南口 共催
問　商業観光課
☎　04-7185-1475

6月 第29回　墨雅会展 6月14日（金）～6月18日（火） 市民プラザ　ギャラリーホール 後援
問　墨雅会展　篠田　佳以子
☎　04-7182-2842

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 【県民の日】ミニSL無料＆JR東日本コラボ企画 6月15日（土） ミニSL 共催
問　商業観光課
☎　04-7185-1475

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
SPレコードコンサート
～大正から昭和へ　改元の頃のレコード選～

6月15日（土） 旧井上家住宅 共催
問　文化：スポーツ課
☎　04－7185－1583

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 公開講座「平成」から「令和」へ―万葉集への誘い― 6月18日（火） アミュゼ柏クリスタルホール 後援
問　二松学舎大学地域連携室
☎　04-7191-8753

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「出会いも子育ても全てはチャ
ンスに…ポジティブ思考で広がるキャリア」

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 社会を明るくする運動 街頭啓発活動 7月6日（土)
アビコショッピングプラザ駅側入口
前
ナリタヤ布佐店 駐車場

主催
問　社会福祉課
☎　04-7185-1111（内線649）

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

我孫子市イベント情報一覧(令和元年6月～令和元年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 ゆかた着てみませんか 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
杉村楚人冠記念館　企画展
嘉納治五郎と手賀沼　―幻の東京オリンピックをめ
ぐって―

7月9日（火）～10月6日（日） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182-8578

7月
白樺文学館　企画展
白樺派と我孫子（後期）

7月9日（火）～11月24日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2129

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
第23回　フルートコンサート　午後のひとときをフルー
ト音楽で

7月13日（土） アビイクオーレ　3階アビイホール 後援
問　アビイクオーレ　青木
☎　04-7182-1351

7月 第84回企画展「世界からみた日本の鳥」 7月13日（土）～11月24日（日） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　7185-2212

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 鳥の科学作品展 7月20日（土）～9月1日（日） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　7185-2212

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 昆虫の精密絵展 7月22日（月）から7月31日（水） アビスタ1階ギャラリー 共催
問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1601

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 あびこ自然観察隊2手賀沼の魚をみよう 7月27日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　7185-2212

7月
環境レンジャーネイチャーイン
ホタル観賞会

7月27日（土） 谷津ミュージアム 共催
手賀沼課
7185-1484

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

7月
杉村楚人冠記念館
ワークショップ「パンフレットを作ってみよう！」

7月27日（土）、8月4日（日） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　7182-8578

7月 ～夏休みの環境学習～ 船上学習 7月31日（水） 手賀沼 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

7月 夏休み「水の旅めぐり」～水道施設見学会　～ 7月31日（水）
北千葉広域水道企業団浄水場
（流山市）

水道
局

問　水道局　経営課
☎　04-7184-0114

8月
～夏休みの環境学習～
 （仮）顕微鏡で手賀沼のプランクトンを観察しよう（第
1回）

8月2日（金） 水の館、手賀沼 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

8月 手賀沼花火大会2019 8月3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
※我孫子会場の情報です

8月 夏の遊びと研究大集合 8月3日（土）～9月1日（日）までの土日祝日 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　7185-2212

8月 みんなの夏まつり 8月4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

8月 夏のフェスティバル 8月4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
☎　04-7157-4085

8月 子どもサマーフェスティバル 8月4日（日） 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

8月 柏市民吹奏楽団　第60回演奏会 8月4日（日） 柏市民文化会館　大ホール 後援
問　柏市民吹奏楽団　柄澤
☎　04-7166-2489

8月 子育て支援施設合同イベント「みんなで遊ぼう」 8月6日（火） アビスタホール 主催
問　子育て支援センター
☎　04-7185-1915

8月 原爆に関する写真と平和祈念の折り鶴展 8月6日（火）～8月19日（月） アビスタ1階ストリート 共催
問　社会福祉課
☎　04-7185-1111（内線377）

8月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！ 8月7日（水）①10:30～②13:30～ 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



8月
子どものための科学実験講座
「おっと音の実験だ　エコーマイクとおどるヘビ君をつ
くろう」

8月7日（水）
①10時～12時15分、②14時30分～16時45分

1我孫子市民図書館　布佐分館
　 第1会議室
2アビスタ　第2学習室

主催
問　我孫子市民図書館　アビスタ本館
☎　04-7184-1110

8月
ふれあい塾あびこレクチャーコンサート
本田早美花コンサート

8月8日（木） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　ふれあい塾あびこ　小島
☎　04-7146-7203

8月 夏休みだヨ！　16ミリアニメ映画会 8月8日（木） アビスタ　ホール 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

8月 ～夏休みの環境学習～ 紙粘土工作 8月8日（木）、15日（木）の連続講座 アビスタ　工芸工作室 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

8月
～夏休みの環境学習～
 （仮）顕微鏡で手賀沼のプランクトンを観察しよう（第
2回）

8月9日（金） 水の館、手賀沼 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

8月 新木ふれあい夏まつり 8月10日（土） 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

8月 5人のピアニストと仲間たち　Summer Concert 8月11日（日） アミュゼ柏　クリスタルホール 後援
問　ムジークフロイデ　高須
☎　04-7184-2526

8月 我孫子吹奏楽団　真夏のコンサート 8月11日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　我孫子吹奏楽団　中村
☎　04-7187-0799

8月 第29回根戸地区ふるさと祭り 8月17日（土）・18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2019 8月18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 湖北台夏まつり 8月18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

8月 ～夏休みの環境学習～カヌー体験学習会 8月18日（日） 水の館 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

8月 被爆74周年平和祈念式典 8月18日（日） 手賀沼公園　平和の記念碑前 共催
問　社会福祉課
☎　04-7185-1111（内線377）

8月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！ 8月20日（火）①10:30～②13:30～ 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

8月 星空探検観望会 8月22日（木） 水の館 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

8月 柴青睦～天王台ふれあい夏祭り 8月24日（土） 天王台駅北口周辺 後援
問　天王台ふれあい夏まつり実行委員会
☎　090-3227-5343

8月 天王台地区市民まつり＆盆踊り 8月24日（土） 天王台西公園 後援
問　天王台地区市民まつり
　　＆盆踊り実行委員会
☎　04-7128-9371

8月 第11回ふさの風サマーコンサート 8月25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

8月
劇団ベビー・ピー（京都）の旅芝居2019「ラプラタ川」
我孫子公演

8月25（土）、26日(日） 手賀沼公園　芝生広場 後援
問　我孫子で劇団ベビー・ピーの旅芝居を見よう！
　　 実行委員会　根本
☎　090－9149－6018

8月 パルナスフルートアンサンブル　第11回定期演奏会 8月31日（土） アミュゼ柏クリスタルホール 後援
問　パルナスフルートアンサンブル　林
☎　04-7131-6361

8月 第12回あびこカッパまつり 8月31日（土）
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
☎　070-3891-8840

8月 我孫子地区市民まつり 8月31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
　　　（我孫子市商工会内）
☎　04-7182-3131


