我孫子市イベント情報一覧(令和元年11月～令和2年1月)
イベント・講演会名

開始月

※予定のため日程等、変更になることもございます。

日程

開催場所

区分

問い合わせ・備考

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

10月

杉村楚人冠記念館 企画展
観光案内と地図で見る楚人冠の旅

10月12日（土）～令和2年１月12日（日）

杉村楚人冠記念館

主催

問 文化・スポーツ課 歴史文化財担当
☎ 04－7185－1583

10月

「市民図書館開館４０周年記念事業 大社玲子原画
展」

10月22日（火）～10月31日（木）

アビスタ2階オープンスペース展示
ケース

10月 文字活字文化の日関連事業「よむよむラリー」

10月27日（日）～11月26日（火）

我孫子市民図書館

主催

問 我孫子市民図書館
☎ 04-7184-1110

11月 コーディネーター派遣事業第３回研修会

11月1日（金）

我孫子市立久寺家中学校

主催

問 文化・スポーツ課スポーツ振興担当
☎ 04-7185-1604

11月 竹灯篭の夕べ

11月1日（金）・2日（土）

旧村川別荘

主催

問 文化・スポーツ課 歴史文化財担当
☎ 04－7185－1583

11月 文化祭 菊花展

11月1日（金）～4日（月）

湖北地区公民館駐車場

主催

問 文化・スポーツ課 文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月 第3回ポールウォーキングを楽しむ会

11月2日（土）

布佐駅周辺

主催

問 文化・スポーツ課スポーツ振興担当
☎ 04-7185-1604

11月 文化祭 詩吟・剣詩舞

11月2日（土）

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

11月

0歳からの秋の音楽会～知る音楽・見る音楽・体験す
11月2日（土）
る音楽～

問 我孫子市民図書館
☎ 04-7184-1110

問 阿部 大岳
後援
☎ 090-5278-7955
手賀沼親水広場、水の館、オオバ
問 ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局
ン広場（多目的広場駐車場）、アビ
共催 （手賀沼課）
スタ、鳥の博物館、山階鳥類研究
☎ 04-7185-1484
所
問 こもれびまちづくり協議会
近隣センターこもれび
主催
☎ 04-7165-2011

湖北地区公民館
ホール

11月 ジャパンバードフェスティバル（JBF）2019

11月2日（土）9:30～16:00
11月3日（日）9:30～15:00

11月 秋のフェスタ

11月2日（土）・3日(日)

11月 文化祭 北部地域文化祭（展示）

11月2日（土）～4日（月）

我孫子北近隣センターつくし野館
つくし野コミュニティーホール

主催

問 文化・スポーツ課 文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月 子ども防災＆国際交流キャンプ

11月2日～4日、2月8日～9日

手賀の丘少年自然の家

後援

問 こども防災協会 代表 鹿島美織
☎ 090-2558-5674

11月 文化祭 絵画展

11月2日（土）～11月6日（水）

市民プラザギャラリーホール

主催

問 文化・スポーツ課文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月 文化祭 茶道

11月3日（日・祝）

アビスタ 和室

主催

問 文化・スポーツ課文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月 文化祭 謡曲と仕舞

11月3日（日・祝）

湖北地区公民館 ホール

主催

問 文化・スポーツ課文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月 文化祭 民謡舞踊

11月3日（日・祝）

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

11月 第21回湖北台秋祭り

11月3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 テガヌマウイークエンドvol.2 「ヌマベ・ビラキ」

11月3日（日）、4日（月・祝）
※雨天時は16日（土）、17日（日）に順延

手賀沼フィッシングセンター前

後援

問 東京大学都市デザイン研究室
☎ 03-5841-6224

11月 柏交響楽団第72回定期演奏会

11月4日（月・祝）

柏市民文化会館 大ホール

後援

問 柏交響楽団 河本 治彦
☎ 04-7149-6505

11月 第73回東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展

11月5日(火)12時～11月13日(水)12時

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指導課
☎ 04-7185-1367

11月7日（木）

我孫子市内
(新木駅～新木～古戸～新木駅)

主催

問 都市計画課 景観推進室
☎ 04-7185-1529

11月 近隣アート展

11月9日（土）

天王台近隣センター

主催

問 天王台北地区まちづくり協議会
☎ 04-7182-9988

11月 令和元年度我孫子市スポーツ少年団交流駅伝大会

11月9日（土）

利根川ゆうゆう公園

後援

問 文化・スポーツ課スポーツ振興担当
☎ 04-7185-1604

11月 手賀沼ふれあいウォーク2019

11月9日（土）

手賀沼親水広場

問 手賀沼ふれあいウォーク実行委員会
共催 （事務局：健康づくり支援課）
☎ 04-7185-1126

11月 我孫子かるた教室

11月9日（土）・30日（土）

我孫子市民プラザ、久寺家近隣セ
問 我孫子カルタに親しむ会 河野
後援
ンター
☎ 04-7184-8110

11月 手賀沼ウオーキング教室

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

11月 利根川河川敷清掃

11月9日（土）

利根川ゆうゆう公園

主催

問 治水課
☎ 04-7185-1111 内線 640

11月 クラシック・ライブ・コンサート

11月9日(土)

アビスタ ホール

後援

問 我孫子オーディオファンクラブ 脇田
☎ 04-7185-1961

11月 新木ふれあい文化祭

11月9日（土）・10日（日）

新木近隣センター

主催

問 新木近隣センター
☎ 04-7188-2010

11月 文化祭 書道展

11月9日（土）～13日（水）

市民プラザギャラリーホール

主催

問 文化・スポーツ課文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月 第10回我孫子市消防フェア

11月10日（日）10時30分～15時

問 我孫子市消防本部予防課
アビイクオーレ エントランスホール（イ
共催
トーヨーカドー我孫子南口店）
☎ 04-7181-7702

11月 第９回我孫子和太鼓祭り

11月10日（日）

湖北台中央公園

共催

問 我孫子市和太鼓祭り実行委員会 堀尾
☎ 070-1510-8634

11月 文化祭 日本舞踊

11月10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

11月 文化祭 洋ラン

11月10日（日）

アビスタ 工作工芸室

主催

問 文化・スポーツ課文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月 第71回千葉県公民館研究大会

11月13日（水）

さわやかちば県民プラザ

後援

問 松戸市教育委員会生涯学習推進課
☎ 047-367-7810

11月 第71回千葉県公民館研究大会

11月13日（水）

さわやか千葉県民プラザ

後援

問 松戸市生涯学習推進課
☎ 047-367-7810

11月 星空探検観望会

11月16日（土）

水の館

主催

問 水の館
☎ 04-7184-0555

11月 大人のスポーツテストテスト2019

11月16日（土）

我孫子市民体育館

主催

問 文化・スポーツ課スポーツ振興担当
☎ 04-7185-1604

11月

我孫子のいろいろ八景歩き
（新木・古戸の古社と里を巡るコース）

11月 第38回我孫子市農業まつり

11月16日（土）

手賀沼親水広場 駐車場

共催

問 農業まつり実行委員会（事務局：農政課）
☎ 04-7185-1481

11月 論語で学ぶ「英語の基礎力」「漢字の基礎力」

11月16日(土)10:00～12:00

二松學舍大学 柏キャンパス1号
館501号館

後援

問 二松学舎大学 地域連携室
☎ ０４ｰ7191ｰ8753

KJSO音楽プロジェクト2019
KJSOふれあいコンサートinアビイクオーレ

11月17日（日）

アビイクオーレ 1階正面エントランス

後援

問 小山 美南
☎ 070-2644-6304

11月 第3回手賀沼外来水生植物駆除体験講座

11月17日（日）

アビスタ 第2学習室

共催

問 手賀沼流域フォーラム実行委員会 竹内
☎ 090-3907-8355

11月 第8回みんなで遊ぼう！こどもランド～秋の冒険隊～ 11月17日（日）

柏市中原ふれあい防災公園

後援

問 ボーイスカウト千葉県連盟東葛地区 荻野
☎ 080-2386-3669

11月 創造会フェスタ２０１９

11月17日（日）

平和台病院

後援

問 創造会フェスタ委員会
☎ 04-7189-1250

11月 文化祭 北部地域日（芸能）

11月18日（日）

つくし野コミュニティホール

主催

問 文化・スポーツ課文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月 「平和の集い～我孫子から平和を願う～」展

11月20日（水）～12月１日（日）

アビシルベ及びけやきプラザギャ
ラリー１・２

共催

問 企画課
☎ 04-7185-1111内 線212

11月 旧武者小路実篤邸跡 特別公開

11月22日（金）・23日（土・祝）

旧武者小路実篤邸跡

主催

問 文化・スポーツ課 歴史文化財担当
☎ 04－7185－1583

11月 谷津まつり

11月23日(土・祝)

谷津ミュージアム

共催

問 谷津ミュージアムの会事務局（手賀沼課）
☎ 04-7185-1484

環境レンジャーネイチャーイン「谷津の自然散策と谷
11月23日(土・祝)
津まつり」

谷津ミュージアム

共催

問 我孫子市環境レンジャー
☎ 04-7185-1484

主催

問 文化・スポーツ課文化振興担当
☎ 04-7185-1601

11月

11月

宮崎

11月 文化祭 合唱祭

11月23日（土・祝）

けやきプラザ ふれあいホール

11月 あびこん新そばまつり

11月23日（土）・24日（日）

手賀沼親水広場

11月 健康フェア2019

11月24日（日）

アビスタ

共催

問 健康フェア実行委員会（事務局：健康づくり支援課）
☎ 04-7185-1126

11月 第28回あびこ国際交流まつり

11月24日（日）

あびこ市民プラザ

共催

問 我孫子市国際交流協会（AIRA）
☎ 04-7183-1231

11月 文化祭 アンサンブル

11月24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

取手市グリーンスポーツセンター

後援

11月

第23回ＮＰＯ法人実武道会館オープン空手拳法選手
11月24日（日）
権

問 あびこ農産物直売所あびこん
☎ 04-7168-0821

問
☎
問
主催 課)
☎

NPO法人実武道会館
04-7183-6920
うなきちカップ実行委員会(事務局：文化・スポーツ

11月 2019年手賀沼チームラン・キッズランうなきちカップ

11月24日（日）

手賀沼親水広場

11月 白樺文学館 企画展 「芹沢銈介の装幀」

11月27日（水）～令和2年1月26日（日）

白樺文学館

主催

問 白樺文学館
☎ 04-7185-2129

11月 響きあう世界へ

11月28日（木）

アミュゼ柏 クリスタルホール

後援

問 さやの会 児玉典子
☎ 080-3469-0656

11月 第28回 日立アカデミー我孫子研修所庭園公開

11月30日（土）

日立アカデミー我孫子研修所

後援

問 我孫子の景観を育てる会 中塚
☎ 04-7182-7272

11月 ヒューマンフェスタ2019あびこ

11月30日（土）

アビスタ

主催

問 社会福祉課
☎ 04-7185-1111 （内線432）

04-7185-1604

11月

「杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館 共催
俳句教室」

11月30日（土）

アビスタ 第2学習室

11月

第16回聖徳大学心理教育相談所主催講演会「不妊の悩み・ストレスと
のつきあい方：治療経験がある方、将来妊活するかもしれない方、彼ら
をサポートする方、みんなにお伝えしたいこと」

11月30日（土）

聖徳大学生涯学習社会貢献セン
ター

後援

問 聖徳大学心理教育相談所
☎ 047-365-1111

12月 JOY！JOY！クリスマス

12月1日（日）

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 平和の集い～我孫子から平和を願う～

12月１日（日）

けやきプラザ ふれあいホール

共催

問 企画課
☎ 04-7185-1111 （内線212）

12月 我孫子アコーディオンクラブ 第12回サロンコンサート 12月１日（日）

市民プラザ ホール

共催

問 山中 敏男
☎ 04-7187-0960

12月 郷土芸能祭

12月１日（日）

湖北地区公民館

主催

問 文化・スポーツ課 文化振興担当
☎ 04-7185-1601

12月 手賀沼ふれあい清掃

12月1日（日）※雨天時は8日（日）に延期

手賀沼公園集合

共催

問 手賀沼課
☎ 04-7185-1484

12月 馬頭琴コンサート

12月6日（金）

アミュゼ柏クリスタルホール

後援

問 三坂 俊明
☎ 090-1104-9639

市民プラザギャラリーホール

主催

問 文化・スポーツ課 文化振興担当
☎ 04-7185-1601

12月7日（土）

アビスタ

共催

問 秘書広報課男女共同参画室
☎ 04-7185-1752

12月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！

12月7日(土）
①10:30～ ②13:30～

手賀沼

主催 ☎ 04-7185-1484

12月 クリスマスコンサート

12月7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 クリスマスコンサート

12月7日（土）

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 ドルチェ・マンドリーノ 第１３回定期演奏会

12月8日（日）

アミュゼ柏 クリスタルホール

後援

問 佐々木 正彦
☎ 04-7183-3682

12月 文化祭 吹奏楽

12月8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

12月 クリスマスコンサート

12月8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 障害のある方が災害からどう生き抜くかを考える

12月8日（日）

アビスタ ホール

主催

問 障害福祉支援課 計画・給付担当
☎ 04-7185-1111（内線481）

12月 クリスマスコンサート

12月14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14日（土）

水の館 研修室

主催

問 手賀沼課
☎ 04-7185-1484

12月 第37回明るい社会づくりポスターコンクール

12月17日（火）～22日（日）

さわやかちば県民プラザ

後援

問 明るい社会づくり柏地区推進協議会 飯田
☎ 7134-7271

12月 市民コンサート38

12月21日（土）・22日(日）

けやきプラザ ふれあいホール

主催

問 山品 文子
☎ 04-7132-4069

12月 ハープと共にクリスマスはいかが？

12月21日（土）

アミュゼ柏プラザ

後援

問 眞山美保
☎ 080-5697-9326

12月 響クリスマスコンサート

12月22日（日）

市民プラザ

共催

問 稲葉 有妃子
☎ 04-7185-2053

12月 文化祭 さつき秋季展
12月

男女共同参画社会づくり講演会
変えられるか！私たちの社会～モヤモヤで終わらせないために～

12月6日（金）～12月9日（月）

問 我孫子市民図書館
☎ 04-7184-1110

問 クリーン手賀沼推進協議会事務局（手賀沼課）

12月 ひきこもりと発達障害の支援入門

12月22日（日）

けやきプラザ

共催

問 障害福祉支援課
☎ 04-7185-1111（内線421）

12月 メンタルヘルス啓発講座

12月22日（日）

けやきプラザ９階ホール

主催

問 障害福祉支援課 計画・給付担当
☎ 04-7185-1111（内線421）

12月 段ボールで作る恐竜チェア

12月25日（水）

アビスタ

共催

問 生涯学習課 鳴島
☎ 04-7182-0511

12月 親子 de mini 門松づくり

12月26日（木）

アビスタ

共催

問 生涯学習課 鳴島
☎ 04-7182-0511

12月26日（木）

けやきプラザふれあいホール

後援

問 高須 久子
☎ 04-7184-2526

12月 中央学院大学吹奏楽団第２４回定期演奏会

12月26日（木）

けやきプラザふれあいホール

後援

問 飯塚 かおり
☎ 090-9249-3447

1月

令和2年 我孫子市消防出初式

1月11日（土）

我孫子市民体育館

1月

ニューイヤーフェスティバル

1月12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12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

根戸っ子もちつき大会と小学生書初め展

1月12日（日）、13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2020

1月18日（土）

手賀沼親水広場

1月

遊覧船で手賀沼について学ぼう！

1月18日(土）
①10:30～ ②13:30～

手賀沼

主催 ☎ 04-7185-1484

1月

第22回東葛飾地方家庭科、技術・家庭科作品展

1月18日(土)～19日(日)

さわやか県民プラザ

東葛飾地方技術教育センター 山岸
共催 問
☎ ０４ｰ7192ｰ1130(大津ヶ丘中内)

1月

新春のつどい

1月19日（日）

久寺家近隣センター

主催

2月

第23回東葛教育芸術祭

2月18日(火)～23日(日)

さわやか県民プラザ

12月

１日おくれのクリスマスコンサート～音楽の贈り物
Vol.13～

問 消防本部 総務課 勝矢・鈴木
☎ 04-7181-7700

問 あびこ型「地産地消」推進協議会
☎ 04-7128-7770（祝日を除く月・火・木曜のみ営業）
問 クリーン手賀沼推進協議会事務局（手賀沼課）

問
☎
問
後援
☎

久寺家地区まちづくり協議会
04-7179-1166
東葛教育芸術祭実行委員会 事務局長 髙橋宏
04-7125-2639

