企画展

博

「フクロウさんちの子育て日記」

千葉県我孫子市の情報発信基地＝我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」がお届けする月刊情報誌
鳥博セミナー

「どうしてフクロウはかわいいの？」

2

平成２８年２月６日（土）〜６月２６日（日） 各日 9:30 〜 16:30

21

講師：柴田佳秀さん（科学ジャーナリスト）

日

フクロウは夜行性のため野外で姿を見る機会は
多くはありませんが、私たちの身近な場所にも生
息しています。鳥の博物館では我孫子の森に巣
箱をかけ、フクロウの子育てを観察しています。
本企画展では巣箱の観察からわかったフクロウ
の子育て事情を紹介します。普段なかなか見る
ことができない子育てを通して、フクロウの新た
な魅力を探してみましょう。

フクロウをはじめ鳥類に関す
る多くの著書や講演で活躍さ
れている科学ジャーナリスト・
柴田佳秀さんを講師に迎え、
フクロウの魅力についてお話
しいただきます。

13:30〜15:00

参加費：無料（ただし、入館料がかかります）

参加方法：電話にて事前申込
参加費：無料（ただし、入館料がかかります）

所 我孫子市鳥の博物館２階

所 我孫子市鳥の博物館２階

企画展示室

テーマトーク

13 「樹木ウォッチング」

土

撮影者『田中富夫さん』

「鳥に乗ってちゃっかり移動？
2
―マダニの大旅行―」
13 13:30〜14:15

てがたん

2

多目的ホール

土

10:00〜12:00

（13:15 開場）

講師：鶴見みや古さん

アビコインフォメーションプレス
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手賀沼のうなきちさん
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（公財）山階鳥類研究所
自然誌研究室長・専門員

ハシボソミズナギドリは、南半球で繁殖する海鳥です。この鳥は、繁殖期以外は
陸地に降りることなく海上で暮らしているのですが、ある日、日本の海辺に打ち
あげられたこの鳥体に、生きたマダニがついていました。繁殖地を旅立ってからず
っと海上にいたはずの鳥に、なぜ生きたマダニがついていたのか。飛ぶことので
きないダニが鳥を乗り物として利用したのでしょうか。一緒に考えてみませんか。

２月は一年の中で最も寒い季節です。植物たちは寒さから
身を守りながら、来年の春の準備を始めています。
今回のてがたんは樹木にスポットをあてて、木の形、樹皮や
新芽など細かい部分を観察しながら手賀沼周辺を歩きます。
参加費：１００円（中学生以下無料、事前申込不要）
所 我孫子市鳥の博物館及びその周辺

所 我孫子市鳥の博物館２階

多目的ホール

定員：当日先着５０名（事前申込不要）
参加費：無料（ただし、入館料がかかります）

【申込み・問合せ】鳥の博物館 Tel.04-7185-2212【入館料】一般 300 円、大学生・高校生 200 円、中学生以下・70 歳以上 無料

杉村楚人冠記念館展示

「河村蜻山と湖畔吟社」

我孫子市文化財展・寄贈絵画展
平成２８年２月 20 日（土）〜 23 日（火） 10:00〜17:00

1 月 13 日（水）〜 2 月２8 日（日）

頭椎大刀

定点の審査員を務めたこともある
陶芸家の河村蜻山は、我孫子在
住時、杉村楚 人 冠をはじめ、俳
句結社湖畔吟社の人びとと親交
を結びました。
蜻山と我孫子の人びとのつながり
を示す作品を展示します。

御菓子司 福一
○文化財展
かぶつちのたち
・保存修理を終えた根戸船戸遺跡１号墳出土の頭椎大刀と市指定文化財中里
薬師三尊像の展示（写真は保存修理前の様子）
・文化財展示物説明会
２月２０日（土）14:00 〜 15:00（開場 13:30）／市民プラザ ホール
○寄贈絵画展…我孫子市に寄贈されている絵画作品約１５点展示

河村蜻山作「灰落とし」
（湖畔吟社会員の求めで作ったもの）
所 問

我孫子市杉村楚人冠記念館
千葉県我孫子市緑 2-5-5

℡04-7182-8578

休館日／月曜日 開館時間／ 9:00 〜 16:30（入館は 16:00 まで）
入館料／一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下 無料
3 館共通券（白樺文学館・鳥の博物館 入館料セット）
一般 600 円、高校・大学生 400 円

所

ギャラリー／ホール

入場無料

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課
歴史文化財担当 Tel.04-7185-1583 ／文化振興担当 Tel.04-7185-1601

アビシルベ
月間予定

12:00まで

〜2月5日（金） 我孫子東高校・つまようじ点描アート展示
2月7日（日）〜

14日（日） 中央学院大学箱根駅伝報告写真展示

ひなまつり記念撮影会

2月20日（土）

我孫子インフォメーションセンター

南口

アビシルベ

けやきプラザ

アビシルベ
アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

また、
会おうな〜

・・
・・

）
うなきちさん
（手賀沼の

開館時間／9:00〜18:00

アビシルベ

アビストリーム

我孫子駅

我孫子の情報発信基地

4

我孫子市民プラザ

茶処竹山

国道 356 号
金・土・休前日は〜20:00

「アビスト de Night☆」
2 月 19 日（金）18:00〜
http://www.ustream.tv/channel/abistream
我孫子市内のイベント、旬な情報を月に一度 Ustream でお届けします

YouTube にて録画配信中！「アビシルベ」で検索！

〒270-1151 千葉県我孫子市本町2丁目2番6号 TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014 www.abikoinfo.jp

アビプレ35号（平成28年1月25日 発行）

吉岡茶房

公開生放送！

編集・発行／我孫子インフォメーションセンター指定管理者 株式会社エヌケイサービス

印刷／（有）マエダ印刷

＊節分＆ひな祭りイベント特集
＊「鳥の博物館」・「杉村楚人冠記念館」・「文化財展・寄贈絵画展」
展示情報

節 分

我孫子で楽しむ甘味
御菓子司 福一

特注
季節商品
桜餅 150 円（税別）
北海道十勝産小豆とザラメ糖だけで
練りあげたアッサリした「こしあん」
が自慢の関東風桜餅です。

我孫子で創業 40 年の老舗。現在店主は二代目。
我孫子市ふるさと産品「文学焼」「手賀しぐれ」が 2 大看板商品。
お団子から上生菓子まで季節を彩る和菓子専門店。
和菓子を通じて我孫子の名を全国へ発信していきます。

オススメ商品
手賀しぐれ 180 円（税別）
2013 年全国菓子大博覧会
金賞受賞
我孫子市ふるさと産品
上品な甘さで人気です。

和菓子ケーキ 3500 円より（税別）
ねりきりで作ったケーキです。
長寿の御祝いや生クリームが
苦手な方に人気があります。

2

Vol. 35

3

水

12：00 〜護摩焚き

子之神大黒天の節分会 13：00 頃〜豆まき

節分コラム

2016 年 2 月

〜豆と柊鰯と鬼〜

節分は「季節の節目」なので本来は「立春、
立夏、立秋、立冬の前日」のことを表しますが、
現在は新年（春）を迎える大切な節目の立春の前
日のみをさすようになりました。
【豆】豆には「魔を滅する（魔 滅＝まめ）
」という
意味があり、これをまくことで厄払いができるそう
です。しかし、
生の豆をまくとそこから芽がでて
「魔」
が根付いてしまうため必ず炒ってからまきましょう。
【柊鰯（ひいらぎいわし）】柊鰯は焼いた鰯の頭に柊の
本尊の子之神は、特に腰下の疾患にご利益があるとされ、
枝を挿したもので、鰯の匂いと柊の尖った葉を嫌っ
境内には長く歩いても擦り切れないことから健脚の象徴と 所 千葉県我孫子市寿 2-27-10
て鬼が寄り付かなくなります。豆をまいたあとに玄
問 子之神大黒天延寿院 Tel.04-7182-2239
される「金（かね）のわらじ」が奉納されています。
関先に飾りましょう。
17：00 〜子供の部
撒かれたもちに入ったくじで、 【鬼】鬼というと虎柄のパンツをイメージする方も
多いのではないでしょうか？ 鬼は鬼門の方角、北
19：00 〜大人の部
地元産のお米や日本酒などが
東から入ってくるといわれて
当たります。
います。北 東を陰陽 道の十
急な階段が有名な神社。
子連れ唐獅子は近隣には珍しく、 二支の方角にあてると「丑寅
」になります。こ
子宝や子孫繁栄の御神徳がある （うしとら）
のことから鬼は牛の角が生え
と言われています。
た虎 柄のパンツ（腰 巻）で
所 千葉県我孫子市布佐 1220
表現されています。

竹内神社の節分祭
千葉県我孫子市湖北台 8-6-2
TEL.04-7188-0160
営業時間 9：00〜18：30
定休日／火曜日 駐車場／なし

茶処竹山

定番メニュー
クリームあんみつ（ほうじ茶つき）￥570
クリームとあんこが絶妙！ ほうじ茶によく合います。

明るい店内でゆったりお茶をしませんか？

茶葉やおしゃれな茶器の販売もあり。
贈り物をお探しの方にもオススメです。

問 竹内神社 Tel.080-5435-2314

ひな祭りコラム

〜ひな飾りと縁起物〜

４月中旬までの限定メニュー いちご大福もなか（深蒸し煎茶つき）￥680
甘酸っぱいいちご、もちもちのぎゅうひ、パリパリのもなかが新感覚！
静岡県掛川産深蒸し煎茶とご一緒にお楽しみください 。
（全て税込）

千葉県我孫子市本町 2-4-7
TEL.04-7182-1030
営業時間 10：00 〜 18：00 駐車場／ 3 台
定休日／毎週水曜日、第三水曜・木曜連休

吉岡茶房

甘味メニュー
黒蜜豆乳寒天 650 円
黒蜜から手作りの寒天を
豆乳に浮かべて。優しい
甘さの豆乳と黒蜜寒天の
濃厚な味わいがやみつき
です。

薪ストーブでほっこりあたたか。
自家焙煎コーヒーと夏場は天然かき氷を
提供しています。
焙煎したてのコーヒー豆も購入できます。

江戸時代初期に広まり定着していった
ひな祭り。ひな人形を飾り、蛤（はま
ぐり）や桃の花をお供えします。
【ひな飾り】雨の日に飾ると良縁に恵ま
れるといった説があるようです。
また、すぐに片付けないとお嫁にいけ
ない。といいますが、地域によっては旧
暦（現在の４月ごろ）まで行うとことも
あり、さして気にしなくてもいいようで
す。ただし、しまう時は晴れた日を選び
ましょう。
（カビの防止にもなります！）
【縁起物】ひな祭りには蛤のお吸い物や
ちらし寿司をいただきますが、蛤は「女
の子の美徳と貞節」を意味し、ちらし
寿司のエビにも腰が曲がるまで長生き
できるようにと言った意味があります。
また、旧暦の３月３日頃に花が咲き始め
る桃には実がたくさんなることから子宝
の象徴としてお供えにされたようです。

ひなのまつり

千葉県我孫子市若松 170-4
TEL.04-7107-0800
営業時間／平日・土曜 11：00 〜 20：00
日曜
11：00 〜 19：00
定休日／月曜日（月曜祝日の場合は翌火曜日）
駐車場／２台

各日

午前９時〜午後４時

大正時代に建てられた旧村川別荘（市指定文化財）で
「ひなのまつり」を開催します。
つるしびなや雛壇飾りはもちろんのこと、今年は「花」
をテーマにした展示コーナーを設けています。
「つるしびな」とは・・・
発祥は江戸時代と言われています。当時、一般の家庭
において、ひな人形はとても高価なものでした。
そこで、子どもたちの幸せを願い少しずつ小さな人形
をつくり、それらをつるしました。
人々の思いが詰まったつるしびなは、時代を越えて現
代にも受け継がれているのです。
費用：無料
（申込み不要）
※月曜休館
※駐車場はありません。
我孫子駅南口発の阪東
バスをご利用ください。

旧村川別荘
所 千葉県我孫子市寿 2 丁目 27-9
問 我孫子市教育委員会

季節限定メニュー
焼き芋セット 750 円
自家焙煎の煎りたて挽きたてコーヒーと焼き芋のセット。
その時一番甘い品種の焼き芋を提供。コーヒーのコクと
焼き芋の甘みは相性抜群！
焼き芋は単品でもご用意可能、持ち帰りもできます。
（全て税込）

２月２３日（火）〜３月６日（日）

文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1583

ひなまつり記念撮影会

2

20

土

①午前 10 時〜
②午前 10 時 40 分〜
③午前 11 時 20 分〜
④正午〜

↑取
手

お内裏様・お雛様の衣装を着て
「手賀沼のうなきちさん」「あびかちゃん」
と一緒に写真を撮ろう！

参加されたお子さまには「手賀沼のうなきちさん缶バッジ」を
プレゼントします。
利根

古利根沼

市民体育館

我孫子市民プラザ

←柏

イトーヨーカドー

JR 常磐線

我孫子

手賀沼自然ふれあい緑道

東我孫子

谷津ミュージアム

湖北

JR 成田線

我孫子
ゴルフ倶楽部

う公

園

※撮影時には、お内裏様・お雛様の衣装をお貸しいたします。
利根

※着付け・簡単なメイクもいたします。

川

※後日プリントした写真または画像データをお渡しします。

御菓子司 福一
湖北台
中央公園

ふれあいキャンプ場
五本松公園
手賀沼遊歩道

ふ

将門神社

葺不合神社
新木

宮ノ森公園
竹内神社

布佐市民の森
旧井上家住宅

れ

手賀沼フィッシングセンター

あ

近隣センター
ふさの風

→

田
成

い

緑
「鳥の博物館」「手賀沼親水広場」へは
道
◉我孫子駅から市役所経由のバスで「市役所前」下車、徒歩約 5 分
◉土・日は鳥の博物館前経由のバスが運行。我孫子駅⇄天王台駅「鳥の博物館前」下車

◆対象・定員
3 歳〜 12 歳のお子さん
先着 28 組（要事前予約申込）
※ご予約の受付は 2/1（月）より開始いたします。
◆費用 無料

気象台公園

佐

然

湖北地区公民館

布

我孫子市役所
山階鳥類研究所 高野山
桃山公園
鳥の博物館
手賀沼親水広場
手賀沼
（水の館）
道の駅
手
賀
しょうなん
沼

自

2

うゆ

356

吉岡茶房

白樺文学館

アビスタ
手賀沼公園

子の神大黒天
旧村川別荘

北柏ふるさと公園

けやきプラザ
アビシルベ
志賀直哉邸跡
杉村楚人冠
記念館

茶処竹山
八坂神社

天王台

川ゆ

●は本紙に情報掲載のある場所です

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」
所 千葉県我孫子市本町 2-2-6
申 問 Tel.04-7100-0014 お電話または直接ご来館ください。
（午前 9 時〜午後 6 時 ※金・土・休前日は午後 8 時まで）
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される「金（かね）のわらじ」が奉納されています。
関先に飾りましょう。
17：00 〜子供の部
撒かれたもちに入ったくじで、 【鬼】鬼というと虎柄のパンツをイメージする方も
多いのではないでしょうか？ 鬼は鬼門の方角、北
19：00 〜大人の部
地元産のお米や日本酒などが
東から入ってくるといわれて
当たります。
います。北 東を陰陽 道の十
急な階段が有名な神社。
子連れ唐獅子は近隣には珍しく、 二支の方角にあてると「丑寅
」になります。こ
子宝や子孫繁栄の御神徳がある （うしとら）
のことから鬼は牛の角が生え
と言われています。
た虎 柄のパンツ（腰 巻）で
所 千葉県我孫子市布佐 1220
表現されています。

竹内神社の節分祭
千葉県我孫子市湖北台 8-6-2
TEL.04-7188-0160
営業時間 9：00〜18：30
定休日／火曜日 駐車場／なし

茶処竹山

定番メニュー
クリームあんみつ（ほうじ茶つき）￥570
クリームとあんこが絶妙！ ほうじ茶によく合います。

明るい店内でゆったりお茶をしませんか？

茶葉やおしゃれな茶器の販売もあり。
贈り物をお探しの方にもオススメです。

問 竹内神社 Tel.080-5435-2314

ひな祭りコラム

〜ひな飾りと縁起物〜

４月中旬までの限定メニュー いちご大福もなか（深蒸し煎茶つき）￥680
甘酸っぱいいちご、もちもちのぎゅうひ、パリパリのもなかが新感覚！
静岡県掛川産深蒸し煎茶とご一緒にお楽しみください 。
（全て税込）

千葉県我孫子市本町 2-4-7
TEL.04-7182-1030
営業時間 10：00 〜 18：00 駐車場／ 3 台
定休日／毎週水曜日、第三水曜・木曜連休

吉岡茶房

甘味メニュー
黒蜜豆乳寒天 650 円
黒蜜から手作りの寒天を
豆乳に浮かべて。優しい
甘さの豆乳と黒蜜寒天の
濃厚な味わいがやみつき
です。

薪ストーブでほっこりあたたか。
自家焙煎コーヒーと夏場は天然かき氷を
提供しています。
焙煎したてのコーヒー豆も購入できます。

江戸時代初期に広まり定着していった
ひな祭り。ひな人形を飾り、蛤（はま
ぐり）や桃の花をお供えします。
【ひな飾り】雨の日に飾ると良縁に恵ま
れるといった説があるようです。
また、すぐに片付けないとお嫁にいけ
ない。といいますが、地域によっては旧
暦（現在の４月ごろ）まで行うとことも
あり、さして気にしなくてもいいようで
す。ただし、しまう時は晴れた日を選び
ましょう。
（カビの防止にもなります！）
【縁起物】ひな祭りには蛤のお吸い物や
ちらし寿司をいただきますが、蛤は「女
の子の美徳と貞節」を意味し、ちらし
寿司のエビにも腰が曲がるまで長生き
できるようにと言った意味があります。
また、旧暦の３月３日頃に花が咲き始め
る桃には実がたくさんなることから子宝
の象徴としてお供えにされたようです。

ひなのまつり

千葉県我孫子市若松 170-4
TEL.04-7107-0800
営業時間／平日・土曜 11：00 〜 20：00
日曜
11：00 〜 19：00
定休日／月曜日（月曜祝日の場合は翌火曜日）
駐車場／２台

各日

午前９時〜午後４時

大正時代に建てられた旧村川別荘（市指定文化財）で
「ひなのまつり」を開催します。
つるしびなや雛壇飾りはもちろんのこと、今年は「花」
をテーマにした展示コーナーを設けています。
「つるしびな」とは・・・
発祥は江戸時代と言われています。当時、一般の家庭
において、ひな人形はとても高価なものでした。
そこで、子どもたちの幸せを願い少しずつ小さな人形
をつくり、それらをつるしました。
人々の思いが詰まったつるしびなは、時代を越えて現
代にも受け継がれているのです。
費用：無料
（申込み不要）
※月曜休館
※駐車場はありません。
我孫子駅南口発の阪東
バスをご利用ください。

旧村川別荘
所 千葉県我孫子市寿 2 丁目 27-9
問 我孫子市教育委員会

季節限定メニュー
焼き芋セット 750 円
自家焙煎の煎りたて挽きたてコーヒーと焼き芋のセット。
その時一番甘い品種の焼き芋を提供。コーヒーのコクと
焼き芋の甘みは相性抜群！
焼き芋は単品でもご用意可能、持ち帰りもできます。
（全て税込）

２月２３日（火）〜３月６日（日）

文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1583

ひなまつり記念撮影会

2

20

土

①午前 10 時〜
②午前 10 時 40 分〜
③午前 11 時 20 分〜
④正午〜

↑取
手

お内裏様・お雛様の衣装を着て
「手賀沼のうなきちさん」「あびかちゃん」
と一緒に写真を撮ろう！

参加されたお子さまには「手賀沼のうなきちさん缶バッジ」を
プレゼントします。
利根

古利根沼

市民体育館

我孫子市民プラザ

←柏

イトーヨーカドー

JR 常磐線

我孫子

手賀沼自然ふれあい緑道

東我孫子

谷津ミュージアム

湖北

JR 成田線

我孫子
ゴルフ倶楽部

う公

園

※撮影時には、お内裏様・お雛様の衣装をお貸しいたします。
利根

※着付け・簡単なメイクもいたします。

川

※後日プリントした写真または画像データをお渡しします。

御菓子司 福一
湖北台
中央公園

ふれあいキャンプ場
五本松公園
手賀沼遊歩道

ふ

将門神社

葺不合神社
新木

宮ノ森公園
竹内神社

布佐市民の森
旧井上家住宅

れ

手賀沼フィッシングセンター

あ

近隣センター
ふさの風

→

田
成

い

緑
「鳥の博物館」「手賀沼親水広場」へは
道
◉我孫子駅から市役所経由のバスで「市役所前」下車、徒歩約 5 分
◉土・日は鳥の博物館前経由のバスが運行。我孫子駅⇄天王台駅「鳥の博物館前」下車

◆対象・定員
3 歳〜 12 歳のお子さん
先着 28 組（要事前予約申込）
※ご予約の受付は 2/1（月）より開始いたします。
◆費用 無料

気象台公園

佐

然

湖北地区公民館

布

我孫子市役所
山階鳥類研究所 高野山
桃山公園
鳥の博物館
手賀沼親水広場
手賀沼
（水の館）
道の駅
手
賀
しょうなん
沼

自

2

うゆ

356

吉岡茶房

白樺文学館

アビスタ
手賀沼公園

子の神大黒天
旧村川別荘

北柏ふるさと公園

けやきプラザ
アビシルベ
志賀直哉邸跡
杉村楚人冠
記念館

茶処竹山
八坂神社

天王台

川ゆ

●は本紙に情報掲載のある場所です

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」
所 千葉県我孫子市本町 2-2-6
申 問 Tel.04-7100-0014 お電話または直接ご来館ください。
（午前 9 時〜午後 6 時 ※金・土・休前日は午後 8 時まで）
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企画展

博

「フクロウさんちの子育て日記」

千葉県我孫子市の情報発信基地＝我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」がお届けする月刊情報誌
鳥博セミナー

「どうしてフクロウはかわいいの？」

2

平成２８年２月６日（土）〜６月２６日（日） 各日 9:30 〜 16:30

21

講師：柴田佳秀さん（科学ジャーナリスト）

日

フクロウは夜行性のため野外で姿を見る機会は
多くはありませんが、私たちの身近な場所にも生
息しています。鳥の博物館では我孫子の森に巣
箱をかけ、フクロウの子育てを観察しています。
本企画展では巣箱の観察からわかったフクロウ
の子育て事情を紹介します。普段なかなか見る
ことができない子育てを通して、フクロウの新た
な魅力を探してみましょう。

フクロウをはじめ鳥類に関す
る多くの著書や講演で活躍さ
れている科学ジャーナリスト・
柴田佳秀さんを講師に迎え、
フクロウの魅力についてお話
しいただきます。

13:30〜15:00

参加費：無料（ただし、入館料がかかります）

参加方法：電話にて事前申込
参加費：無料（ただし、入館料がかかります）

所 我孫子市鳥の博物館２階

所 我孫子市鳥の博物館２階

企画展示室

テーマトーク

13 「樹木ウォッチング」

土

撮影者『田中富夫さん』

「鳥に乗ってちゃっかり移動？
2
―マダニの大旅行―」
13 13:30〜14:15

てがたん

2

多目的ホール

土

10:00〜12:00

（13:15 開場）

講師：鶴見みや古さん

アビコインフォメーションプレス
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鳥

手賀沼のうなきちさん

2016 年 2 月
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（公財）山階鳥類研究所
自然誌研究室長・専門員

ハシボソミズナギドリは、南半球で繁殖する海鳥です。この鳥は、繁殖期以外は
陸地に降りることなく海上で暮らしているのですが、ある日、日本の海辺に打ち
あげられたこの鳥体に、生きたマダニがついていました。繁殖地を旅立ってからず
っと海上にいたはずの鳥に、なぜ生きたマダニがついていたのか。飛ぶことので
きないダニが鳥を乗り物として利用したのでしょうか。一緒に考えてみませんか。

２月は一年の中で最も寒い季節です。植物たちは寒さから
身を守りながら、来年の春の準備を始めています。
今回のてがたんは樹木にスポットをあてて、木の形、樹皮や
新芽など細かい部分を観察しながら手賀沼周辺を歩きます。
参加費：１００円（中学生以下無料、事前申込不要）
所 我孫子市鳥の博物館及びその周辺

所 我孫子市鳥の博物館２階

多目的ホール

定員：当日先着５０名（事前申込不要）
参加費：無料（ただし、入館料がかかります）

【申込み・問合せ】鳥の博物館 Tel.04-7185-2212【入館料】一般 300 円、大学生・高校生 200 円、中学生以下・70 歳以上 無料

杉村楚人冠記念館展示

「河村蜻山と湖畔吟社」

我孫子市文化財展・寄贈絵画展
平成２８年２月 20 日（土）〜 23 日（火） 10:00〜17:00

1 月 13 日（水）〜 2 月２8 日（日）

頭椎大刀

定点の審査員を務めたこともある
陶芸家の河村蜻山は、我孫子在
住時、杉村楚 人 冠をはじめ、俳
句結社湖畔吟社の人びとと親交
を結びました。
蜻山と我孫子の人びとのつながり
を示す作品を展示します。

御菓子司 福一
○文化財展
かぶつちのたち
・保存修理を終えた根戸船戸遺跡１号墳出土の頭椎大刀と市指定文化財中里
薬師三尊像の展示（写真は保存修理前の様子）
・文化財展示物説明会
２月２０日（土）14:00 〜 15:00（開場 13:30）／市民プラザ ホール
○寄贈絵画展…我孫子市に寄贈されている絵画作品約１５点展示

河村蜻山作「灰落とし」
（湖畔吟社会員の求めで作ったもの）
所 問

我孫子市杉村楚人冠記念館
千葉県我孫子市緑 2-5-5

℡04-7182-8578

休館日／月曜日 開館時間／ 9:00 〜 16:30（入館は 16:00 まで）
入館料／一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下 無料
3 館共通券（白樺文学館・鳥の博物館 入館料セット）
一般 600 円、高校・大学生 400 円

所

ギャラリー／ホール

入場無料

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課
歴史文化財担当 Tel.04-7185-1583 ／文化振興担当 Tel.04-7185-1601

アビシルベ
月間予定

12:00まで

〜2月5日（金） 我孫子東高校・つまようじ点描アート展示
2月7日（日）〜

14日（日） 中央学院大学箱根駅伝報告写真展示

ひなまつり記念撮影会

2月20日（土）

我孫子インフォメーションセンター

南口

アビシルベ

けやきプラザ

アビシルベ
アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

また、
会おうな〜

・・
・・

）
うなきちさん
（手賀沼の

開館時間／9:00〜18:00

アビシルベ

アビストリーム

我孫子駅

我孫子の情報発信基地

4

我孫子市民プラザ

茶処竹山

国道 356 号
金・土・休前日は〜20:00

「アビスト de Night☆」
2 月 19 日（金）18:00〜
http://www.ustream.tv/channel/abistream
我孫子市内のイベント、旬な情報を月に一度 Ustream でお届けします

YouTube にて録画配信中！「アビシルベ」で検索！

〒270-1151 千葉県我孫子市本町2丁目2番6号 TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014 www.abikoinfo.jp

アビプレ35号（平成28年1月25日 発行）

吉岡茶房

公開生放送！
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