
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

6月 国際交流イングリッシュキャンプ 6月15日(土)～9月29日(日)
千葉県立水郷小見川少年自然の
家等

後援
問　宮城県復興支援センター長　茂木
☎　022-398-9148

6月
【我孫子市制施行記念日】
プラネタリウム無料上映

6月30日（日）
10時、11時、13時、14時、15時、16時

水の館 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

7月
【我孫子市制施行記念日】
プラネタリウム無料上映

7月1日（月）
14時、15時

水の館 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

7月 手賀沼花火大会駅頭募金 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

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 公立高校合同説明会2019東葛飾地区 7月6日(土) 柏の葉カンファレンスセンター 後援
問　千葉学習塾協同組合西出
☎　04-7191-8753

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 ゆかた着てみませんか 7月7日（日） 市民プラザ　和室 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
☎　04-7185-2212

7月 我孫子かるた教室
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

7月 手賀沼ウオーキング教室
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

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 共催
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） 湖北地区公民館 共催
問　湖北ミニコンサート実行委員会　飯村
☎　04-7188-9340

7月 2019実践創業塾 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

7月 夏の昆虫観察 7月15日（月・祝） 谷津ミュージアム 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

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 夏期心理リハビリテイション研修会 7月20日(土)～8月26日(月)
千葉県立槇の実特別支援学校
他5会場

後援
問　千葉県心理リハビリテイション連絡会　飯嶋
☎　0476-98-3270

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
☎　04-7185-2212

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
第５６回道徳教育研究会
児童教育会場・柏会場・上総会場

児童教育会場7月23日(火)
柏会場8月9日(金)
上総会場2月2日(日)

柏生涯学習センター
麗澤大学かえで教室
君津市生涯交流センター

後援
問　千葉県モラロジー協議会風澤
☎　04-7173-3111

我孫子市イベント情報一覧(令和元年7月～令和元年9月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



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
☎　04-7185-1915

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
☎　04-7185-2212

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
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

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
☎　04-7182-8578

7月 親子で認知症サポーターになろう！ 7月28日（日） あびこ市民プラザホール 後援
問　我孫子北地区社会福祉協議会
☎　04-7165-3434

7月
公開講座
「専門家が語る心の問題」

7月28日(日) 川村学園女子大学 後援
問　川村学園女子大学
☎　04-7183-7165

7月
～夏休みの環境学習～
 船から見る手賀沼のふしぎ

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）

主催
問　水道局　経営課
☎　04-7184-0114

7月
WCI（ワールドキャンパスインターナショナル）招聘事
業

7月31日（水）～8月6日（火） 我孫子北近隣センター　他 後援
問 あびこホストファミリーの会
☎ 04-7183-3637

8月
～夏休みの環境学習～
プランクトンをつかまえて顕微鏡で観察しよう！（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
☎　04-7185-2212

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 夏休みこども研究会 8月4日(日)
二松学舎大学柏キャンパス1号館
501号教室

後援
問　二松学舎大学地域連携室　新保
☎　04-7191-8753

8月 プラネタリウム星空コンサート 8月4日（日）①11：00～　②13：00～ 水の館 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

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
子育て支援センター合同イベント
「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～
 紙粘土で花瓶を作ろう！

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～
 プランクトンをつかまえて顕微鏡で観察しよう！（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）※雨天時11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

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 根戸ふるさと祭り 8月17日（土）・18日（日） 根戸近隣センター 主催
問　根戸近隣センター
☎　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～
手賀沼でカヌーを楽しもう！

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 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 我孫子市民文化祭　あびこ舞台 8月25日（日） けやきプラザふれあいホール 主催
問　文化・スポーツ課文化振興担当
☎　04-7185-1601

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

9月
あびこで子育て
「ママへのごほうびフェスタ2019」

9月7日（土）
アビイクオーレ全館
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 我孫子市歌謡文化フェスティバル 9月8日（日） けやきプラザふれあいホール 共催
問　我孫子市歌謡文化同好会「虹」 岩鼻　友市
☎　04-7183-1934

9月 フルートアンサンブル紙ふうせん　第11回定期演奏会 9月8日（日） アミュゼ柏クリスタルホール 後援
問　フルートアンサンブル紙ふうせん 中島　由美子
☎　04-7167-4077

9月 J.S.バッハと息子たち　はいかが？ 9月14日（土） アミュゼ柏プラザ 後援
問　柏市音楽家協会ミニコンサートシリーズ
　　 いかがコンサート実行委員会   眞山　美保
☎　080-5697-9326

9月 第42回我孫子市書道連盟展 9月14日（土）～18日（水） 市民プラザ　ギャラリー・ホール 共催
問　我孫子市書道連盟  河野瑞石
☎　04-7182-9065

9月 市民のチカラまつり2019 9月14日(土)・15日(日) けやきプラザ 主催
問　あびこ市民活動ステーション
☎　04-7165-4370

9月 第15回「水の輪　夢❤こんさーと＆作品展」
①作品展示　9月18日(水)～23日(月・祝)
②こんさーと・販売　9月23日(月・祝)

①けやきプラザギャラリー
②けやきプラザホワイエ
　・ふれあいホール

後援
問　福祉ネットワーク　水の輪柏支部　石渡啓子
☎　04-7133-7261

9月
松戸友の会創立90周年記念講演会
「モノと時間と心の整理」

9月19日（木） スターツおおたかの森　ホール 後援
問　松戸友の会
☎　04-7173-7672

9月 女声合唱団ラメール　記念コンサート 9月21日（土） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　女声合唱団ラメール  伊藤美穂子
☎　04-7189-0270

9月 我孫子市民文化祭　華道展 9/21（土）～9/23（月）
市民プラザギャラリーホール　和
室

主催
問　文化・スポーツ課文化振興担当
☎　04-7185-1601

9月
第15回一茶双樹まつり
「第10回一茶双樹俳句交流大会」

9月21日(土）～10月6日（日）月休館
募集期間：児童・生徒6月30日、一般7月31日
まで

一茶双樹記念館 後援
問　「一茶双樹まつり」実行委員会  賀来 宏和
☎　04-7157-7385

9月 あびこ市民合唱団 第16回定期演奏会 9月22日(日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　我孫子市民合唱団　津田　靖夫
☎　04-7184-7965

9月 あらき園祭 9月28日（土） あらき園 主催
問　あらき園
☎　04-7185-2459

9月 フレンドリーシンガーズ第6回演奏会 9月28日(土） スターツおおたかの森ホール 後援
問　生涯現役ときわ会  三浦　博
☎　090-1265-0978

9月 我孫子市民文化祭　フラダンス 9月29日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 主催
問　文化・スポーツ課文化振興担当
☎　04-7185-1601

9月 第21回国際交流スピーチ大会 9月29日(日) 我孫子市民プラザ多目的ホール 後援
問　我孫子市国際交流協会（AIRA)
☎　04-7183-1231

9月 ほくほくサンバ 9月29日（日） 湖北駅南口周辺 後援
問　ほくほくサンバ実行委員会
☎　090-2546-7052


