
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

6月
『白樺』創刊110年記念　市制50周年記念
志賀直哉展
―山田家コレクションを中心に―

6月9日（火）～11月8日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

10月
てがぬまカレンダー2021
販売開始

10月1日(木)～2月28日(日)
※湖北地区公民館は1月31日（日）ま
で

市内16カ所 共催
問　クリーン手賀沼推進協議会（事務局　手賀沼課）
☎　04-7185-1484

10月1日（木）～11月1日（日） アビスタ

10月1日（木）～11月3日（火） 水の館

10月1日（木）～11月19日（木）

親水広場、ゲートスポット、
手賀沼公園（ミニSL子ども
広場）、杉村楚人冠邸園、
千葉銀行ATMコーナー

10月2日（金）～11月19日（木） 市役所

10月19日（月）～11月19日（木） アビシルベ

10月
我孫子市制50周年・我孫子を知る一年「随
筆に書かれた我孫子のむかし」

10月3日（土）～1月11日（月・祝） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182-8578

10月
鳥の博物館開館30周年特別展示「日本の
鳥」

10月10日（土）～1月31日（日） 鳥の博物館 主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

10月
プラネタリウム新番組
「オリオン座～宇宙のおはなし～」

10月17日(土)～1月17日(日) 水の館プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

10月
文字活字文化の日関連事業
「よむよむラリー　みんなで読もう！たくさ
んかりよう！」

10月27日（火）～11月29日（日） 我孫子市民図書館 主催
問　我孫子市民図書館アビスタ本館
☎　04-7184-1110

10月
プラネタリウム星空コンサート
「想い出がいっぱい～80年代特集～」

10月31日（土） 水の館プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

11月 鳥学講座 11月7日（土） ウェブセミナー 共催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

11月 我孫子南まち協フェスティバル 11月7日（土）～8日（日） 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

11月 ジャパンバードフェスティバル2020 11月7日(土)～11月8日(日) オンライン開催 共催
問　ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局
☎　04－7185－1484

11月 ちば子ども大学「巨大つまようじアート」 11月7日（土）～12月8日（日）
千葉県我孫子東高等学校
図書館

後援
問　千葉県立我孫子東高等学校　植竹　菜穂子
☎　04-7189-4051
担当　生涯学習課

11月 猫譲渡会&フリーマーケット 11月8日（日） アビスタ前広場 後援
問　ねこ友会　早川
☎　04-7188-0007
担当：手賀沼課　環境調整担当

11月
市制施行50周年記念・我孫子を知る一年
企画展「旧村川別荘ひなのまつり出張展
「華」で遊ぶ」

11月9日（月）～11月15日（日） アビスタ　学習室前展示室 主催 問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1583

11月
「『白樺』創刊110年記念　市制50周年記念
我孫子の風景展」

11月11日（水）～令和3年2月28日(日) 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

11月
我孫子市制50周年・我孫子を知る一年
講演会「我孫子の民俗行事―布佐竹内神
社例大祭を中心に―」

11月14日(土) 布佐中学校 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1583

11月 新木ふれあい文化祭 11月14日（土）・15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
「山下清展」記念講演会
「家族が語る山下清」

11月21日(土) アビスタ 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

11月
星空たんけん観望会
「たくさんの惑星が観られる秋の星空を楽
しもう！」

11月21日(土) 水の館プラネタリウム 主催
問　水の館
☎　04-7184-0555

11月 谷津ミュージアムで芋掘り体験！ 11月21日（土） 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

11月
環境レンジャー　ネイチャーイン「秋の谷津
の自然散策」

11月21日（土） 谷津ミュージアム 共催
問　我孫子市環境レンジャー事務局（手賀沼課）
☎　04-7185-1484

11月 市制施行50周年記念事業「山下清展」 11月21日（土）～12月20日（日） アビスタ 主催 問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

11月
「山下清展」貼絵体験コーナー～貼絵屋さ
ん～

11月22日（日）・23日（月・祝）、12月5
日（土）・13日（日）・20日（日）

アビスタ 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

11月 平和の集い～我孫子から平和を願う～展 11月26日（木）～12月6日（日） けやきプラザギャラリー1・2 共催
問　企画課
☎　04-7185-1111（内線211）

11月
2020手賀沼チームラン・キッズランうなきち
カップ

11月28日（土） 手賀沼親水広場 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1604

11月
我孫子市制50周年・我孫子を知る一年
講演会「我孫子の民俗行事―布佐竹内神
社例大祭を中心に―」

11月28日（土） アビスタ 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1583

11月
「我孫子を知る1年」講演会
第8回楚人冠講座「楚人冠が書き留めた手
賀沼の姿」

11月29日（日） アビスタ 主催
問　図書館
☎　04-7184-1110

12月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！ 12月5日（土） 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

男女共同参画社会づくり講演会
明日へバトンをつなぐ　～映画「たたかい
つづける女たち」＆監督・山上千恵子さん
のトーク～

12月5日（土） 市民プラザホール 共催
問　秘書広報課男女共同参画室
☎　04-7185-1752

12月 平和の集い～我孫子から平和を願う～ 12月6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211）

12月
我孫子市市制施行50周年記念事業
第40回　郷土芸能祭（無観客公演）

12月6日（日） 湖北地区公民館 主催
問　文化・スポーツ課
☎　04-7185-1601

12月
「我孫子を知る1年」講演会
「行商の時代」

12月6日（日） アビスタ 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182-8578

12月 12月のてがたん 12月12日（土）
鳥の博物館＆手賀沼遊歩
道

主催
問　鳥の博物館
☎　04-7185-2212

我孫子市イベント情報一覧(令和2年11月～令和3年1月)　　　　※予定のため日程等、変更になることもございます。

10月
我孫子市市制施行50周年記念事業
我孫子動物彫刻展　島田忠幸
プリニウスの動物たち

共催
問　我孫子手づくり散歩市　関谷
☎　090－4206－6242



12月 環境工作「バードフィーダーづくり」 12月12日（土） 水の館　研修室 主催
問　我孫子市環境レンジャー事務局（手賀沼課）
☎　04-7185-1484

12月
「我孫子を知る1年」講演会「稲村雑談　特
別版―我孫子を描きし画家　原田京平―」

12月12日（土） アビスタ 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192

12月
「山下清展」記念講演会
「家族が語る山下清」

12月19日（土） アビスタ 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

12月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！ 12月26日（土） 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 令和3年成人式 1月10日（日） ふれあいホール 主催
問　生涯学習課
☎　04-7182-0511

1月 「てがみ展　楚人冠の交友関係」 1月13日（水）～3月7日（日） 杉村楚人冠記念館 主催
問　杉村楚人冠記念館
☎　04-7182-8578

1月 遊覧船で手賀沼について学ぼう！ 1月16日（土） 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 我孫子フィルのニューイヤーコンサート 1月16日（土）・17日（日）
けやきプラザふれあいホー
ル

共催
問　我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団
事務局：山品さん
☎　04-7132-4069

1月
講演会「我孫子の風景を読む―志賀直哉
たちが見た我孫子の景観―」

1月24日（日） 白樺文学館 主催
問　白樺文学館
☎　04-7185-2192


