
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
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13日（月・祝） 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

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

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
2019年度子ども応援団事業
「生きづらさからの大脱出Part2-引きこもりをプラスに
変換するマジックはこれだ！-」

12月１日（日） アビスタ　ホール 後援
問　あびこ市民活動ステーション
☎　04-7165-4370

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
「市民図書館開館４０周年記念事業
大社玲子原画展」第2弾

12月1日（日）～12月25日（水）
アビスタ2階オープンスペース展示
ケース

主催
問　我孫子市民図書館
☎　04-7184-1110

１２月 令和元年度我孫子市公認スポーツ指導者養成講習
会

12月1日（日）・8日（日）・15日（日）・22日（日） 我孫子市教育委員会 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1604

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

12月 文化祭　さつき秋季展 12月6日（金）～12月9日（月） 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
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
問　クリーン手賀沼推進協議会事務局（手賀沼課）
☎　04-7185-1484

12月
聖徳大学主催・日本学校心理学会共催講演会
「まむし流　元気で長生きするコツ　させるコツ」

12月7日（土） 聖徳大学７号館 後援
問　聖徳大学知財戦略課
☎　047-365-1111

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 我孫子市ビジネス交流会 12月7日（土） 我孫子南近隣センターホール 主催
問　企業立地推進課
☎　04-7185-2214

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　表彰式 12月21日（土） 柏市民文化会館　小ホール 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 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 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
１日おくれのクリスマスコンサート～音楽の贈り物
Vol.13～

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
問　消防本部　総務課　勝矢・鈴木
☎　04-7181-7700

１月 第26回フロンテアニューイヤーコンサート 1月11日（土） 柏市民文化会館 後援
問　長妻　貴嗣
☎　04-7133-6666

１月 第48回、懐メロの集い 1月11日（土） 湖北地区公民館 後援
問　阿部　茂
☎　090-8081-7827

1月 令和２年我孫子市成人式 1月12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 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・小学生書初め展 1月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
ピッコロ・テアートロオペラ公演　歌劇「ドン・ジョヴァン
ニ」全二幕

1月13日（月） けやきプラザふれあいホール 後援
問　金子　亮平
☎　070-6993-7979

１月 盆栽・山野草展 1月17日（金）～21日（火） 市民プラザ 共催
問　上原　幸雄
☎　04-7185-0376

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
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）

我孫子市イベント情報一覧(令和元年12月～令和2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 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
問　クリーン手賀沼推進協議会事務局（手賀沼課）
☎　04-7185-1484

1月 女性起業支援フォーラム 1月18日（土） 我孫子南近隣センターホール 主催
問　企業立地推進課
☎　04-7185-2214

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)
流山エルズ（流山市生涯学習セン
ター）

共催 問　東葛飾地方技術教育センター 山岸
☎　04-7192-1130(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
問　久寺家地区まちづくり協議会
☎　04-7179-1166

１月
男声合唱団　シャウティングフォックス第１５回定期演
奏会

1月19日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　川路　義文
☎　04-7184-7320

1月
令和元年度千葉県人権ユニバーサル事業講演会
「LGBTの課題の完全解決に向けて」

1月21日（火）午後6時～午後8時
千葉県福祉ふれあいプラザ
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

1月
摂食嚥下障害講演会「摂食嚥下機能の正常発達と発
達期摂食嚥下障害児者に対するアプローチ」

1月25日（土） アビスタホール 主催
問　あらき園
☎　04-7185-2459

1月
環境レンジャーネイチャーイン
手賀沼の冬鳥観察会

1月26日（日） 手賀沼親水広場 主催
我孫子市環境レンジャー(事務局：手賀沼課）
☎04-7185-1484

１月 第32回我孫子市新春マラソン大会 １月26日（日） 湖北台中学校 主催
問　我孫子市新春マラソン実行委員会
☎　04-7187-7110

2月
第44回我孫子市消費生活展
～このままでは危ない！私たちのくらし～

2月1日（土）・2日（日） あびこ市民プラザ 主催
問　我孫子市消費生活展実行委員会・我孫子市
☎　04-7185-1469

２月 唄と踊りの発表会 2月2日（日） 湖北地区公民館 共催
問　平野
☎　04-7182-3131

２月 合唱の祭典 2月2日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　川崎　征史
☎　7184-4475

２月 柏市民吹奏楽団　第６１回演奏会 2月2日（日） 柏市民文化会館　大ホール 後援
問　古渡
☎　090-4177-0558

2月
成田線開業120周年記念プレイベント
「成田線の歴史と千葉の鉄道写真展」

2月4日（火）～2月16日（日） アビスタ館内展示スペース 共催
問　我孫子市民図書館
☎　04-7184-1110

2月
成田線開業120周年記念プレイベント
「野崎信一　成田線水彩百選展」

2月4日（火）～2月16日（日） 図書館布佐分館2階第１会議室 共催
問　我孫子市民図書館
☎　04-7184-1110

2月
成田線開業120周年記念プレイベント
「千葉の鉄道物語～成田線を中心に～」

2月8日（土） アビスタ１階　ホール 共催
問　我孫子市民図書館
☎　04-7184-1110

2月 かけっこ教室 2月8日（土） あびこ市民プラザ 主催
問　子育て支援センター
☎　04-7185-1915

2月 冬のフェスタ 2月8日（土）～9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 我孫子市長杯争奪囲碁大会 2月9日（日） 我孫子市民プラザ　ホール 後援
問　川村
☎　090-2648-7519

２月 文化財展 2月15日（土）～18日（火） 我孫子市民プラザ 主催
問　文化・スポーツ課　歴史文化財担当
☎　04-7185-1583

２月 白樺創刊110周年記念コンサート 2月16日（日） 我孫子市民プラザ 主催
問　文化・スポーツ課　文化振興担当
☎　04-7185-1601

2月 環境学習「紙飛行機工作と飛行大会」 2月16日(日) アビスタ　ホール 主催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

2月
児童読書連続講座「子どもたちへ伝えたい読書の喜
び」

第1回　2月19日（水）
第2回　2月26日（水）

アビスタ2階　ミニホール 主催
問　我孫子市民図書館
☎　04-7184-1110

２月 めるへん文庫原画展 2月21日（金）～25日（火） 市民プラザ　ギャラリー 主催
問　文化・スポーツ課　文化振興担当
☎　04-7185-1601

２月 子舞台 2月22日（土） けやきプラザ 共催
問　文化・スポーツ課　文化振興担当
☎　04-7185-1601

2月 星空探検観望会 2月22日(土)(予定) 水の館 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

2月 第７回我孫子市消防防災まつり 2月29日（土）
アビイクオーレ　エントランスホー
ル（イトーヨーカドー我孫子南口
店）

共催
問　我孫子市消防本部予防課
☎　04-7181-7702

２月 我孫子ギターサークル２０周年記念コンサート 2月29日（土） けやきプラザふれあいホール 後援
問　東　憲之
☎　04-7183-3313

2月 我孫子市子どもの学習支援ネットワーク講演会 2月29日（土） 我孫子南近隣センター 共催
問　社会福祉課
☎　04-7185-1113

２月 ひなのまつり 2月下旬～３月3日（火）（予定） 旧村川別荘母屋 主催
問　文化・スポーツ課　歴史文化財担当
☎　04-7185-1583


