
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

2月 第5回我孫子市議会議会報告会 2月1日（土） 市議会議場（市役所議会棟２階） 主催
問　議会事務局
☎　04-7185-1655

2月 星空探検観望会 2月1日（土） 水の館 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

2月
2020年7月4日
～つなごう、我孫子の力を次の世代へ～

2月1日（土）・2日（日） アビシルベ 主催
問　秘書広報課
☎　04-7185-1714

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 企画展「バンディング展～足環でわかる鳥の渡り～」 2月1日（土）～6月14日（日） 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

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
在宅医療介護連携推進協議会市民講演会
「看取り～在宅医療と介護の現場から～」

2月2日（日） アビスタ１階　ホール 共催
問　高齢者支援課
☎　04-7185-1112

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 てがたん「暮らしの役に立つ草」 2月8日（土） 鳥の博物館、手賀沼遊歩道 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

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 手賀沼ウオーキング教室

2月8日（土） ・3月7日（土） ・4月18日（土） ・5月
16日（土） ・6月20日（土） ・7月11日（土） ・8月8
日（土） ・9月5日（土） ・10月10日（土） ・11月7
日（土） ・12月5日（土）

手賀沼公園 後援
問　古宮　誠
☎　043-309-5606

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 テーマトーク「鳥の色彩と構造色」 2月15日（土） 鳥の博物館 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

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 あびこ自然観察隊「観察しよう！手賀沼の冬鳥」 2月16日（日） 手賀の丘公園周辺 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

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 国際交流＆イングリッシュキャンプ 2月22日(土)～24日(月) 千葉市少年自然の家 後援
問　宮城県復興支援センター長　茂木　秀樹
☎　080-4958－4785

2月 鳥博セミナー「ハクセキレイの標識調査」 2月23日（日 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

2月
東葛北部５医師会受動喫煙防止市民公開講座
「こどもをタバコから守ろう」

2月24日（月・祝） スターツおおたかの森ホール 後援
問　一般社団法人　我孫子医師会
☎　04-7188-5525

2月 ひなのまつり 2月26日（水）～3月4日（水） 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

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

3月 第６回我孫子市ふるさと産品まつり 3月１日（日）10時～16時 アビイクオーレ１Fエントランス 後援
問　ふるさと産品連絡協議会事務局（我孫子市商工
会）
☎　04-7182-3131

3月 杉山公章の歌声コンサート 3月1日（日） 天王台北近隣センター 主催
問　天王台北近隣センター
☎　04-7182-9988

3月 ボールゲームフェスタ 3月1日（日） 我孫子市民体育館 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04－7185‐1604

3月 障害者虐待防止啓発事業講演会 3月5日（水） アビスタ　ミニホール 主催
問　障害福祉支援課
☎　04－7185‐1111（内475.480）

3月
プラネタリウムコンサート
～心の旅　1970年代特集～

3月7日（土） 水の館プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

3月 東葛スポレク祭ウォーキング&ポールウォーキングinあびこ 3月7日（土） 我孫子市内 共催
問　文化・スポーツ課
☎　04－7185‐1604

3月 「禅が結んだ人びと　―釈宗演と楚人冠の周辺―」 3月10日（火）～5月10日（日） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182-8578

3月 親子釣り大会 3月14日(土) 湖上園　釣堀 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

3月 てがたん「鳥帰る」 3月14日（土） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

3月
春のお茶会
～旧井上家住宅～

3月14日（土） 旧井上家住宅 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04－7185‐1583

我孫子市イベント情報一覧(令和2年2月～4月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



3月 国際交流＆イングリッシュキャンプ

3月14日(土)～15日(日)
4月4日(土)～5日(日)
6月13日(土)～14日(日)
7月4日(土)～5日(日)

小貝川少年自然の家 後援
問　宮城県復興支援センター長　茂木　秀樹
☎　080-4958－4785

3月 あびこ自然観察隊「春の谷津田観察」 3月15日（日） 岡発戸・都部の谷津田 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

3月 清接庵茶会 3月20日（金・祝） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182-8578

3月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！ 3月26日（木） 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

3月 第１7回市民観桜会 3月30日（月） 我孫子ゴルフ倶楽部 後援
問　都市計画課景観推進室
電話：04-7185-1529

4月 あびこ桜フェア2020 4月4日（土）、5日（日） 手賀沼親水広場 主催
問　商業観光課
☎　04-7185-1111（内506）

4月 第22回湖北台春まつり 4月18日（土）・19日（日） 湖北台近隣センター 主催
問　湖北台近隣センター
☎　04-7187-1122

4月 第七回　楚人冠講座 4月19日（日） アビスタ第２学習室 共催
問　図書館
☎　04-7184-1110

4月 第１7回大正浪漫ウオークin手賀沼 4月29日（水・祝） 手賀沼公園 後援
問　平野
☎　04-7133-1589


