
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 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

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 きもの着てみませんか 3月1日（日） 市民プラザ　和室 後援
問　田口　恵子
☎　04-7182-3411

3月 第7回手賀沼デュアスロン大会 3月1日（日） 手賀沼自然ふれあい緑道 後援
問　桐生　英明
☎　04-7185-5365

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 スプリングコンサート 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 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
ふれあい塾あびこピアノコンサート
レクチャーコンサート　村上巖ピアノリサイタル

3月7日(土） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　小島　陸
☎　04-7146-7203

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 「鏡の中のぼく」動画上映会＆作者講演会 3月7日(土) 市川全日障ホール 後援
問　「鏡の中のぼく」動画上映会＆作者講演会
千葉ベイエリア実行委員会　代表者　中谷純子
☎090－4826－3126

3月
水の館プラネタリウム
ワークショップ「にじいろ星座箱を作ってみよう」

3月7日(土)①14:00～②14:30～③15：00～ 水の館 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

3月 鎮魂竹宵の集い2020 3月7日（土）・8日（日）
あびこショッピングプラザ1Fガーデ
ンコート・あびこ市民プラザ

後援
問　鎮魂竹宵の集い2020実行委員会
☎　090-6503-2084

3月 手賀沼ウオーキング教室

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

3月 我孫子市茶道連盟　茶会 3月8日（日） アビスタ 共催
問　小野一子
☎　04-7182-6161

3月 第33回　我孫子市歌謡連合会　歌謡曲発表会 3月8日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　阿部　茂
☎　090-8081-7827

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 春蘭展 3月13日（金）～15日（日） 手賀沼フィッシングセンター 共催
問　秋坂　信幸
☎　04-7188-2339

3月 ジャパンラクビートップリーグ2019－2020　第9節 3月14日（土） 柏の葉公園総合競技場 後援
問　千葉県ラグビーフットボール協会
☎　043-264-6251

3月 襲音（かさねおと）第2回邦楽演奏会 3月14日（土）
取手ウェルネスプラザ
多目的ホール

後援
問　樹本　佳音里
☎　090-8315-5622

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

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
柏ジュニアストリングオーケストラ
第37回定期演奏会「眠りの森の美女」

3月15日（日） 柏市民文化会館　大ホール 後援
問　小山　美南
☎　070-2644-6304

3月 中央学院高校吹奏楽部定期演奏会 3月15日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　関　聡美
☎　04-7188-1101

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
春のうたざんまい　ニューイヤーオペラコンサート
in KASHIWA Vol.16

3月20日（祝・金） アミュゼ柏クリスタルホール 後援
問　八重樫　節子
☎　04-7128-5326

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 第19回あびこ写心クラブ「遊友」写真展 3月20日（祝・金）～3月25日（水） 市民プラザ 後援
問　山崎　寅二
☎　090-5197-3917

3月 日本の民藝運動の父　柳　宗悦の世界を語る 3月21日（土） アビスタ　ミニホール 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

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16回デッサン・ド・ヌーヴ会展 3月27日（金）～4月1日（水） 市民プラザ　ギャラリー 後援
問　畑　文代
☎　04-7169-4770

3月 歌謡文化フェスティバル 3月28日（土） 湖北地区公民館 共催
問　岩鼻　友市
☎　090-2523-1887

3月
総合型地域スポーツクラブ設立プレ事業
あびこかけっこ教室

3月29日（日） 川村学園女子大学陸上競技場 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04－7185‐1604

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 麗澤オープンカレッジ 4月1日～令和3年3月31日 麗澤大学校舎及び付属施設 後援
問　麗澤大学オープンカレッジ
☎　04-7173-3664

4月 地域デビューふれあい祭り2020 4月4日（土） 近隣センターこもれび 後援
問　天王台地区社会福祉協議会
☎　04-7183-9009

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 我孫子市美術家協会展 4月11日（土）～15日（水） 市民プラザ　ギャラリーホール 共催
問　山田　きんしん
☎　04-7184-1230

我孫子市イベント情報一覧(令和2年3月～5月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。



4月 生誕250年「ベートーヴェンの室内楽はいかが？」 4月18日（土） アミュゼ柏プラザ 後援
問　坂本　真理
☎　090-8565-0978

4月 ポールウォーキングを楽しむ会 4月18日（土） 布佐駅周辺 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04－7185‐1604

4月
環境レンジャー 春のネイチャーイン
「タイトル未定」

4月18日（土） 未定 共催
問　環境レンジャー(事務局：手賀沼課)
☎　04-7185-1484

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 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
☎　7187-1122

4月 手賀沼と民藝の心展Ⅱ 4月18日（土）～29日（水・祝） 我孫子市民プラザ 共催
問　鈴木　昇
☎　04-7146-6800

4月 オペラ　ガラ　コンサート 4月19日（日） 湖北地区公民館ホール 後援
問　金子　亮平
☎　04-7111-0957

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 我孫子市いけばな子ども教室　1回目 4月25日（土） アビスタ 工作工芸室 共催
問　下村百合枝
☎　080-6518-5161

4月
チャオ・マンドリーノ15周年記念
プレミアムコンサート

4月26日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催 問　平山　一清
☎　090-7835-9861

4月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！ 4月29日（水・祝） 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

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

4月 吟詠連盟大会 4月29日（水・祝） 湖北地区公民館 共催
問　中川　俊成
☎　04-7188-9449

5月 我孫子市三曲協会第15回定期演奏会 5月3日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催
問　山﨑　伸郎
☎　04-7184-8610

5月 布佐新緑まつり 5月3日（日） 布佐駅東口大通り 後援
問　布佐新緑まつり実行委員会
☎　04-7189-2100

5月 運動会で速く走れる！未来のオリンピアン走り方講座 5月9日（土） 中央学院大学グラウンド 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0622

5月 歌劇「フィガロの結婚」ハイライト 5月9日（土） けやきプラザ　ふれあいホール 後援 問　富浦　元公
☎　03-3264-1586

5月 Enjoy手賀沼！2020 5月10日（日） 手賀沼親水広場 共催
問　手賀沼課
☎　04-7185-1484

5月 大正琴「和み会」第12回演奏会 5月10日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催 問　阿部　宣子
☎　04-7149-3966

5月
「看護の日・看護週間」制定30周年・ナイチンゲール
生誕200周年記念事業inちば

第1部：5月10日（日）
第2部：5月16日（土）

第1部：東京ベイ幕張ホール
第2部：モラージュ柏

後援
問　公益社団法人　千葉県看護協会
☎　043-245-0025

5月 新木ふれあい春まつり 5月17日(日） 新木近隣センター 主催
問　新木近隣センター
☎　04-7188-2010

5月 県知事杯争奪囲碁大会
・子ども囲碁教室 5月17日（日） 市民プラザ　ホール 共催 問　川村　治
☎　090-2648-7519

5月 茶道連盟茶会 5月17日（日） アビスタ 共催 問　小野一子
☎　04-7182-6161

5月 第37回　謡曲と仕舞　春季発表会 5月17日（日） 湖北地区公民館　ホール 共催 問　津田　俊夫
☎　04-7183-6180

5月 柏交響楽団第73回定期演奏会 5月17日（日） 柏市民文化会館 後援 問　河本　治彦
☎　04-7149-6505

5月 第31回　我孫子さつき花季展示会 5月22日（金）～25日（月） 市民プラザ　
ギャラリー・ホール 共催 問　橘　長利
☎　04-7149-1343

5月 ファミリースポーツテスト 5月23日（土） 我孫子市民体育館 主催 問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1604

5月 舞　きららの会 5月24日（日） けやきプラザふれあいホール 共催 問　久保田　恵子
☎　04-7189-4364

5月 第43回湖北ミニコンサート 5月24日（日） 湖北地区公民館　ホール 共催 問　飯村　雄一
☎　04-7188-9340

5月 第40回　華道展～講師作品展～ 5月30日（土）・31日（日） 市民プラザ　
ギャラリー・ホール 共催 問　下村百合枝
☎  080-6518-5161

5月 ヴィヴァ・マンドリーノ　第22回定期演奏会 5月31日（日） けやきプラザ　ふれあいホール 共催 問　阿部栄三
☎　04-7139-8630


