鳥 の博 物 館

現在開催中〜11/26
（日）

第７８回企画展「鳥・酉・鶏・とり

企画展
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我孫子市は、大正時代に志賀
直哉や柳宗悦など白樺派の拠点となって
いました。その作品には、当時の我孫子市の自然が描かれています。
作品を紐解きながら現在の自然と比較してみましょう。

12 「地衣散歩」樹皮・岩肌・コンクリートなど、さまざま
な場所で知らず知らずに目にしている地衣

9

（ちいさんぽ）

「都心で繁殖を始めたウミネコの生態と人の関係」
講師：富田直樹さん（山階鳥類研究所保全研究室研究員）
12
13：30 〜 14：15（開場 13：15）

類。冬でも枯れることのないしたたかな存
在は不思議です。その謎に迫る「地衣散歩」
です。

主に日本周辺の沿岸離島で集団繁殖するウミ
ネコという海鳥が、1990 年代から東京都心で繁殖するよ
うになりました。営巣場所は上野動物園内や不忍池に始
まり、近年はビルやマンションの屋上へ移動し、その結果、
人間との軋轢が生じています。今回は都心で繁殖するウ
ミネコの生態と人間との関係について紹介します。

会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着 50 名） 参加費：無料（入館料別途）

11

あびこ自然観察隊

白樺文学館
11

その博覧強記ぶりから「知の巨人」と称される博物学者
らの友人であったことを知っていますか？
かしま

二人の交友はやがて、田辺湾の神島の環境保全に結実
することになります。初公開のものを含む熊楠の書簡か

ABIKO
CHIBA

我孫子インフォメーションセンター

我孫子市マスコットキャラクター
手賀沼のうなきちさん

深まる秋を我孫子で楽しむ。

新木駅から手賀川までの
間の水田地帯を歩いて、
冬に農地にやってくる鳥
たちを観察します。

あびこ国際交流まつり

学芸員による白樺派や民藝についてのトークと
市民スタッフによる柳兼子のピアノ生演奏を
お楽しみいただきます。

白樺サロンのひととき

〜旅〜

我孫子市和太鼓祭り

14：00〜15：00

11 月は大好評の「旅」をテーマに
開催します。全国各地、白樺・民
藝ゆかりの地を訪ね歩く、学芸員
のトークと旅行写真は必見です！

みなかた くまぐす

南方熊楠と先進的新聞人である杉村楚人冠が若い時か

ら、熊楠の人生を紹介します。

12

日

開催中〜1/8（月・祝）まで

成田

「アビシルベ」発行（月刊）

開館 9:30 〜 16:30 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） 所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3 電話：04-7185-2212
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2 割引、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

南方熊楠生誕 150 年記念展示
「知の巨人」熊楠と新聞人楚人冠

成田線

23「晩秋の手賀川観察会」

木・祝

9：00 〜 12：00（荒天中止）
集合：新木駅南口
時間：10：00 〜 12：00
申込：電話申し込み先着 30 人
集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止）
（小学校 3 年生以下は保護者同伴）
参加費：高校生以上 100 円（保険料として）
参加費：100 円（保険料として）
申込：不要

杉 村楚人冠 記念館

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

土

土

土

テーマトーク

東京
品川

我孫子

＝

「白樺派の見た
我孫子の自然」
11

上野

博物館友の会が企画する市民参加型の展示です。友の会には鳥
凧同好会、デジカメ同好会、鳥絵同好会、見て歩こう会、万葉集
同好会があり、日頃の活動の成果を展示します。

上野東京ライン

鳥の博物館周辺で、さまざまな季節の生き物を観察す
る散歩感覚の自然観察隊です。毎月第二土曜日に開催し
ています。

常磐線

松戸

場所：２階 企画展示室

野生動物としての「鳥」、暦としての「酉」、家禽としての「鶏」、
芸術の対象としての「とり」の４つのテーマからヒトとトリの多様
な関係について紹介します。

自然観察会
てがたん

取手

第７９回企画展「友の会展」

―酉年はトリで楽しむ―」

場所：２階 企画展示室

Vol.56（2017 年 11 月 10 日発行）

２９年１２月９日（土）〜３０年１月１４日（日）

熊楠の書簡にそえられた
イラスト

開館 9:00 〜 16:30（入館は 16:00 まで） 休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5 電話：04-7182-8578
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2 割引

場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
定員：先着 20 名 参加費：無料（ただし入館料がかかります）
開館 9:30 〜 16:30（入館は 16:00 まで） 休館：月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8 電話：04-7185-2192
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2 割引

＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円（３館とは、鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。）

今後のスケジュール

千葉県我孫子市の情報発信基 地
千葉県我孫子市の情報発信基地

11/ 7（火）〜 11/12（日）15：00まで

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

国際交流写真展

11 /13（月）10：00〜11 /16（木）17：00まで
11 /20（月）10：00〜11 /22（水）17：00まで

第60回市民文化祭書道展PR
11 /13（月）13：00〜11 /16（木）
11 /20（月）〜11 /22（水）13：00まで

東京2020 オリンピック・パラリンピック
競技大会 千葉県開催競技パネル展
11 /17（金）18：00〜

アビスト de Night☆

LIVE !

市民のチカラまつり2017

懐かしの映画ポスター展
4

アビプレ56号（2017年11月10日 発行）

南口

けやきプラザ

アビシルベ
アビシルベ

アビイクオーレ

・
・
・
・

平和の集い〜我孫子市平和事業の取り組み〜
12/ 5（火）〜 12/14（木）16：00まで

我孫子駅

イトーヨーカドー
我孫子南口店

11 /25（土）・26（日）10：00〜15:30

11/ 28（火）13:00〜 12 /3（日）17:00

開館時間／9:00〜18:00 金・土は〜19:00
休 館 日／12月31日のみ

国道 356 号

〒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 アビシルベ
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

我孫子市ふるさと産品

郷土芸能祭

日立総合経営研修所 庭園公開

・NEW！我孫子市ふるさと産品紹介パート①
「檸檬のバーム」・「甘酒」
・第 7 回我孫子市和太鼓祭り
・第 26 回あびこ国際交流まつり
・あびこ農産物直売所「あびこん」イベント情報！
「新そばまつり」・「我孫子市農業まつり」
・手賀沼ふれあいウォーク
・第 26 回日立総合経営研修所 庭園公開
・第 37 回郷土芸能祭
Go to next page
・我孫子市 3 館イベント情報

Vol. 56

！
NEW 我孫子市ふるさと産品に

新しい仲間が加わりました！ その①
郷土我孫子にふさわしい土産品を「ふるさと産品」と銘打って、その地

檸檬のバーム

元産品を育て、永く、広く定着することで市内の産業を繁栄させ、経済
発展を図る。我孫子市の推奨商品。それが「我孫子市ふるさと産品」です。

by 欧風洋菓子メヌエット

今回は新たに「ふるさと産品」に加わった商品から 2 品ご紹介します。
さわやかなレモン風味のしっと
りとしたバームクーヘン。
こちら「檸 檬 のバーム」は 第
by やまつね食品株式会社
27 回全国菓子大博覧会におい
て「農林水産大臣賞」を受賞
最近、栄養価が高く「飲む点滴」
しました。口に入れた瞬間に
などと話題の甘酒。寒くなると飲
ふわっと広がるレモンの香りが
みたくなりますよね。
とっても贅沢！ 贈り物としても
「檸檬のバーム」
「やまつね食品」の甘酒は糀とお
喜ばれる一品です。
小 ¥1,450・大 ¥3,000（税抜）
米の甘さを最大限に引き出して
製造を行っている「欧 風洋菓
「欧風洋菓子メヌエット」
作っており、もちろんノンアル
子メヌエット」では他にも「う
湖北台店（写真）
コールなので子どもからお年寄り
なきちさんプリントクッキー」
所：千葉県我孫子市湖北台 1-18-3
まで安心していただけます。
や「い もっこ」など、す で に
JR 成田線湖北駅南口徒歩 1 分
美味しさは口コミで広がり、東
ふるさと産品に登録されている
問：04-7188-5543
品物も購入できます。
葛飾地域から関東地域へと宅配
営：9：00 〜 19：00 休：不定休
食べておいしい、見て楽しい！ 「甘酒」350ｇ標準価格 320 円（税込） 範囲拡大中！
素敵な洋菓子の数々を是非ご
原材料は「米こうじ」と「米（国
賞味ください。
産米）」だけ。シンプルだからこ
我孫子店
「やまつね食品株式会社」
そ味わい深い、日本独自の発酵
所：千葉県我孫子市我孫子 4-1-7 パークヒルズ我孫子 所：千葉県我孫子市都 12-21
食品をお楽しみください。
問：04-7189-2734
JR 我孫子駅北口徒歩 4 分
営：9：00 〜 17：00
問：04-7183-1122
地方発送承ります。お気軽にお問い合わせください。
営：10：00 〜 19：00 休：不定休

甘酒
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第7回

19

日

11

26

我孫子市和太鼓祭り

日

9：45 〜 14：30 雨天中止

今 年も「我孫 子市ふるさと
大使」の落語家 山遊亭金太
郎さん を 総 合 司 会 に迎 え、
盛大に開催します！ 大迫力
の和太鼓の演奏はもちろん、
河童音頭やソーラン節の演
舞もあり。
また、市内店舗が多数出店！
美 味し い グ ルメや、野 菜、
お花の販売もありますよ！
北茨城市観光協会提供のアンコウの吊るし切りとアンコウ鍋の販売も見逃
せません！ みなさん是非遊びに来てくださいね！

第 26 回 あびこ国際交流まつり

11：00 〜 16：00

友好を翼に乗せて「こんにちは！から始めよう」

様々な国との交流が楽し
める一日！ 音楽やダンス
に 加 え、お 茶 席 や 着 物
の着付け体験（予約制）
など 実 際 に体 験 で きる
コ ー ナ ー も！ 外 国 コ ー
ナーでは中国・韓国・ア
メリカ・フランス・ドイツ・
ペルーなどが出店、異国
情緒たっぷりです！
市内国際交流団体紹介コーナーもあるので、これから留学等を考えてい
る方にもお勧めです。
入場無料

所 湖北台中央公園

所 あびこ市民プラザ

ＪＲ成田線湖北駅南口より南西へ徒歩約 3 分
問 我孫子市和太鼓祭り実行委員長／掘尾さん 070-1510-8634

我孫子市我孫子 4-11-1 あびこショッピングプラザ 3F あびこ市民プラザ内

問 我孫子市国際交流協会「AIRA」04-7183-1231

↑取
手

利根

川ゆ

古利根沼
←柏

我孫子市民
メヌエット
プラザ

川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

我孫子店

我孫子

白樺文学館

アビスタ

手賀沼公園

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

356
東我孫子

我孫子市役所

日立総合
経営研修所

山階鳥類研究所

鳥の博物館
水の館・あびこん
手賀沼親水広場

JR 成田線

我孫子
ゴルフ倶楽部

湖北台
中央公園

湖北

うゆ

う公

園

メヌエット
湖北台店

土

宮の森公園

旧井上家住宅
佐

手賀沼フィッシングセンター

やまつね食品
→
田

成

●は本紙に情報掲載のある場所です

12

日

市内のそば打ち団体（青山
学舎・我孫子そばの会）が、
こだわりの材料と製法で打ち
上げたそばを提供します！
※天 候 により内 容 を 変 更・
中止することがあります。

所 あびこ農産物直売所あびこん
問 04-7168-0821

◎無料配布コーナー
・ポップコーンのサービス（先着 200 名様）
・あびこん餅まきイベント（15 時から）
・ブルーベリー苗木配布
◎野菜詰め放題コーナー（有料）
カレー野菜の詰め放題ができます。
◎栽培相談コーナー

所 あびこ農産物直売所あびこん
問 実行委員会事務局（農政課）04-7185-1481

11

我孫子市農業まつり
11

18

雨天実施・荒天中止

土

◎農業資材の無料提供コーナー
農業用マルチビニール・ネット・ポット
などを農家さんが提供します。
◎トラクターと石油発動機の展示
農家自慢のトラクターと昔懐かしい石油
発動機を間近で見ることができます。
◎子どもお楽しみコーナー
・たのしい輪投げコーナー
・ガス風船販売（一部無料配布）
◎飲食コーナー
・地元農産物を使った豚汁の販売
・農家自慢の加工品販売 など…

18 手賀沼ふれあいウォーク

土

10：00 〜 15：00

11 月は「あびこん」で
美味しい！楽しい！週末を
お過ごしください。

雨天決行

12

2

土

◎農産物共進会
我孫子の農業者が丹精を込めて栽培した農産物が
多数出品されます。出品農産物について、ご来場
の皆様に投票していただき、生産者を表彰します。
投票いただいた方には農産物直売所あびこんの商
品券１００円分をプレゼント！ 出品された農産物
は表彰式終了後、ご来場の皆様に販売します。
展示 10：00〜13：30
投票 10：30〜11：30
表彰式 14：00〜14：30
（出品農産物の販売は表彰式終了後となります）
どちらのイベントも開催は、

あびこ農産物直売所「あびこん」

千葉県我孫子市高野山新田 193 手賀沼親水広場
（お店は午前９時〜午後６時まで開店）

第２6 回

錦秋の庭園を巡る

日立総合経営研修所 庭園公開

開園 10：00 閉園 15：30 （株）日立総合経営研修所のご厚意で、
紅葉の庭園と手賀沼の眺めをお楽しみいただけます。
（入園は 15：00 まで）
雨天の場合 12/3（日）に順延
先 着 400 名に「庭 園 公 開の 栞」
プレゼント！
当日は研修施設内食堂を開放し、
我 孫 子 名 物「白 樺 派 の カレ ー」
（700 円 200 食限定）
を提供します。
14,000 坪の敷 地には、研 修 施 設
の他に、本館前の巨大なヒマラヤ
スギを中心にした記念樹庭園、旧別館側の自然を アクセス：ＪＲ常磐線我孫子駅南
【コース案内】
口からバス、東我孫子車庫行で
生かした庭園、湧水の池、展望台などがあります。 我孫子中学校前（所要 15 分）下
☆20ｋｍコース・10ｋｍコース 受付 8：00 〜 出発式 9：00 〜
中でも観月台、茶亭「ほととぎす」跡からの手賀 車徒歩 1 分。又は、鳥の博物館
☆探偵ウォークコース（4ｋｍ） 受付 9：30 〜 出発式 10：00 〜
前経由天王台駅行で高野山新田
沼の眺望は、我孫子随一と称されています。
探偵ウォークコースは、うなきちさんのぼうしを探すコースです！
（所要時間 10 分）下車徒歩 3 分。
また本庭園は、日立グルー
プの他の５事業所ととも
ＪＲ常磐線天王台駅、ＪＲ成田線
うなきちさんのぼうしを見つけた方には景品をプレゼント！
に「生物多様性保全につながる企業のみどり 100 東我孫子駅、それぞれ徒歩 15 分。
【参加費】18 歳未満：無料（保険加入のため、当日受付必要）
※駐車 場はありません。庭内へ
選」に選ばれています。
18 歳以上：事前申込 300 円（11 月 6 日〆切／当日申込 500 円）
のペット、飲食物の持ち込みはで
美しく色づいた木々をゆっくり鑑賞してみませんか？ きません。
※詳しくは広報あびこ 10 月 16 日号に掲載しています。

3

第 37 回

郷土芸能祭

12：00 開演（11：30 開場）

市内に古くから伝わる民俗芸能と、日本古来の伝統的な笛・太鼓
によるお囃子の祭典「郷土芸能祭」を開催します。今回も、民俗
芸能を伝承している市内の団体のほか、小・中学校の郷土芸能ク
ラブが参加します。ゲストはつくし野麒麟太鼓です。

新木

布佐市民の森

11

10：30〜15：00
10：30〜15：00
雨天決行・荒天中止
雨天実施・荒天中止

日

手賀沼遊歩道
手賀沼

11

12

川

湖北地区公民館

五本松公園

「鳥の博物館」へは
◉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

利根

布

道の駅
しょうなん

2

市民体育館

11

第 36 回

所 手賀沼公園 集合 ＪＲ我孫子駅南口より徒歩約 10 分
問 健康づくり支援課（保健センター）04-7185-1126

MAP

中央学院大学

新そばまつり

2017 年 11 月

所 湖北地区公民館 ホール 千葉県我孫子市中里 81-3

ＪＲ成田線湖北駅北口より新木駅南口行あびバスで「湖北地区公民館」下車

問 教育委員会 文化・スポーツ課 04-7185-1601

所 株式会社日立総合経営研修所

費用：100 円（小学生以下無料）
※我孫子の景観を育てる会に納

千葉県我孫子市高野山 485（我孫子中学校前）入され、保険料等当日の運営費
用に使わせていただきます。
問 我孫子の景観を育てる会 090-6034-9149
入場無料（全席自由）

出演（※順不同）
湖北小学校郷土芸能クラブ
布佐小学校郷土芸能クラブ
古戸はやし連中
布佐中学校郷土芸能講座
あびこふるさと会・
我孫子第四小学校伝統芸能クラブ
ひょっとこ睦
ゲスト／
つくし野麒麟太鼓（オープニング）

3

Vol. 56

！
NEW 我孫子市ふるさと産品に

新しい仲間が加わりました！ その①
郷土我孫子にふさわしい土産品を「ふるさと産品」と銘打って、その地

檸檬のバーム

元産品を育て、永く、広く定着することで市内の産業を繁栄させ、経済
発展を図る。我孫子市の推奨商品。それが「我孫子市ふるさと産品」です。

by 欧風洋菓子メヌエット

今回は新たに「ふるさと産品」に加わった商品から 2 品ご紹介します。
さわやかなレモン風味のしっと
りとしたバームクーヘン。
こちら「檸 檬 のバーム」は 第
by やまつね食品株式会社
27 回全国菓子大博覧会におい
て「農林水産大臣賞」を受賞
最近、栄養価が高く「飲む点滴」
しました。口に入れた瞬間に
などと話題の甘酒。寒くなると飲
ふわっと広がるレモンの香りが
みたくなりますよね。
とっても贅沢！ 贈り物としても
「檸檬のバーム」
「やまつね食品」の甘酒は糀とお
喜ばれる一品です。
小 ¥1,450・大 ¥3,000（税抜）
米の甘さを最大限に引き出して
製造を行っている「欧 風洋菓
「欧風洋菓子メヌエット」
作っており、もちろんノンアル
子メヌエット」では他にも「う
湖北台店（写真）
コールなので子どもからお年寄り
なきちさんプリントクッキー」
所：千葉県我孫子市湖北台 1-18-3
まで安心していただけます。
や「い もっこ」など、す で に
JR 成田線湖北駅南口徒歩 1 分
美味しさは口コミで広がり、東
ふるさと産品に登録されている
問：04-7188-5543
品物も購入できます。
葛飾地域から関東地域へと宅配
営：9：00 〜 19：00 休：不定休
食べておいしい、見て楽しい！ 「甘酒」350ｇ標準価格 320 円（税込） 範囲拡大中！
素敵な洋菓子の数々を是非ご
原材料は「米こうじ」と「米（国
賞味ください。
産米）」だけ。シンプルだからこ
我孫子店
「やまつね食品株式会社」
そ味わい深い、日本独自の発酵
所：千葉県我孫子市我孫子 4-1-7 パークヒルズ我孫子 所：千葉県我孫子市都 12-21
食品をお楽しみください。
問：04-7189-2734
JR 我孫子駅北口徒歩 4 分
営：9：00 〜 17：00
問：04-7183-1122
地方発送承ります。お気軽にお問い合わせください。
営：10：00 〜 19：00 休：不定休

甘酒

11

第7回

19

日

11

26

我孫子市和太鼓祭り

日

9：45 〜 14：30 雨天中止

今 年も「我孫 子市ふるさと
大使」の落語家 山遊亭金太
郎さん を 総 合 司 会 に迎 え、
盛大に開催します！ 大迫力
の和太鼓の演奏はもちろん、
河童音頭やソーラン節の演
舞もあり。
また、市内店舗が多数出店！
美 味し い グ ルメや、野 菜、
お花の販売もありますよ！
北茨城市観光協会提供のアンコウの吊るし切りとアンコウ鍋の販売も見逃
せません！ みなさん是非遊びに来てくださいね！

第 26 回 あびこ国際交流まつり

11：00 〜 16：00

友好を翼に乗せて「こんにちは！から始めよう」

様々な国との交流が楽し
める一日！ 音楽やダンス
に 加 え、お 茶 席 や 着 物
の着付け体験（予約制）
など 実 際 に体 験 で きる
コ ー ナ ー も！ 外 国 コ ー
ナーでは中国・韓国・ア
メリカ・フランス・ドイツ・
ペルーなどが出店、異国
情緒たっぷりです！
市内国際交流団体紹介コーナーもあるので、これから留学等を考えてい
る方にもお勧めです。
入場無料

所 湖北台中央公園

所 あびこ市民プラザ

ＪＲ成田線湖北駅南口より南西へ徒歩約 3 分
問 我孫子市和太鼓祭り実行委員長／掘尾さん 070-1510-8634

我孫子市我孫子 4-11-1 あびこショッピングプラザ 3F あびこ市民プラザ内

問 我孫子市国際交流協会「AIRA」04-7183-1231

↑取
手

利根

川ゆ

古利根沼
←柏

我孫子市民
メヌエット
プラザ

川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

我孫子店

我孫子

白樺文学館

アビスタ

手賀沼公園

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

356
東我孫子

我孫子市役所

日立総合
経営研修所

山階鳥類研究所

鳥の博物館
水の館・あびこん
手賀沼親水広場

JR 成田線

我孫子
ゴルフ倶楽部

湖北台
中央公園

湖北

うゆ

う公

園

メヌエット
湖北台店

土

宮の森公園

旧井上家住宅
佐

手賀沼フィッシングセンター

やまつね食品
→
田

成

●は本紙に情報掲載のある場所です

12

日

市内のそば打ち団体（青山
学舎・我孫子そばの会）が、
こだわりの材料と製法で打ち
上げたそばを提供します！
※天 候 により内 容 を 変 更・
中止することがあります。

所 あびこ農産物直売所あびこん
問 04-7168-0821

◎無料配布コーナー
・ポップコーンのサービス（先着 200 名様）
・あびこん餅まきイベント（15 時から）
・ブルーベリー苗木配布
◎野菜詰め放題コーナー（有料）
カレー野菜の詰め放題ができます。
◎栽培相談コーナー

所 あびこ農産物直売所あびこん
問 実行委員会事務局（農政課）04-7185-1481

11

我孫子市農業まつり
11

18

雨天実施・荒天中止

土

◎農業資材の無料提供コーナー
農業用マルチビニール・ネット・ポット
などを農家さんが提供します。
◎トラクターと石油発動機の展示
農家自慢のトラクターと昔懐かしい石油
発動機を間近で見ることができます。
◎子どもお楽しみコーナー
・たのしい輪投げコーナー
・ガス風船販売（一部無料配布）
◎飲食コーナー
・地元農産物を使った豚汁の販売
・農家自慢の加工品販売 など…

18 手賀沼ふれあいウォーク

土

10：00 〜 15：00

11 月は「あびこん」で
美味しい！楽しい！週末を
お過ごしください。

雨天決行

12

2

土

◎農産物共進会
我孫子の農業者が丹精を込めて栽培した農産物が
多数出品されます。出品農産物について、ご来場
の皆様に投票していただき、生産者を表彰します。
投票いただいた方には農産物直売所あびこんの商
品券１００円分をプレゼント！ 出品された農産物
は表彰式終了後、ご来場の皆様に販売します。
展示 10：00〜13：30
投票 10：30〜11：30
表彰式 14：00〜14：30
（出品農産物の販売は表彰式終了後となります）
どちらのイベントも開催は、

あびこ農産物直売所「あびこん」

千葉県我孫子市高野山新田 193 手賀沼親水広場
（お店は午前９時〜午後６時まで開店）

第２6 回

錦秋の庭園を巡る

日立総合経営研修所 庭園公開

開園 10：00 閉園 15：30 （株）日立総合経営研修所のご厚意で、
紅葉の庭園と手賀沼の眺めをお楽しみいただけます。
（入園は 15：00 まで）
雨天の場合 12/3（日）に順延
先 着 400 名に「庭 園 公 開の 栞」
プレゼント！
当日は研修施設内食堂を開放し、
我 孫 子 名 物「白 樺 派 の カレ ー」
（700 円 200 食限定）
を提供します。
14,000 坪の敷 地には、研 修 施 設
の他に、本館前の巨大なヒマラヤ
スギを中心にした記念樹庭園、旧別館側の自然を アクセス：ＪＲ常磐線我孫子駅南
【コース案内】
口からバス、東我孫子車庫行で
生かした庭園、湧水の池、展望台などがあります。 我孫子中学校前（所要 15 分）下
☆20ｋｍコース・10ｋｍコース 受付 8：00 〜 出発式 9：00 〜
中でも観月台、茶亭「ほととぎす」跡からの手賀 車徒歩 1 分。又は、鳥の博物館
☆探偵ウォークコース（4ｋｍ） 受付 9：30 〜 出発式 10：00 〜
前経由天王台駅行で高野山新田
沼の眺望は、我孫子随一と称されています。
探偵ウォークコースは、うなきちさんのぼうしを探すコースです！
（所要時間 10 分）下車徒歩 3 分。
また本庭園は、日立グルー
プの他の５事業所ととも
ＪＲ常磐線天王台駅、ＪＲ成田線
うなきちさんのぼうしを見つけた方には景品をプレゼント！
に「生物多様性保全につながる企業のみどり 100 東我孫子駅、それぞれ徒歩 15 分。
【参加費】18 歳未満：無料（保険加入のため、当日受付必要）
※駐車 場はありません。庭内へ
選」に選ばれています。
18 歳以上：事前申込 300 円（11 月 6 日〆切／当日申込 500 円）
のペット、飲食物の持ち込みはで
美しく色づいた木々をゆっくり鑑賞してみませんか？ きません。
※詳しくは広報あびこ 10 月 16 日号に掲載しています。

3

第 37 回

郷土芸能祭

12：00 開演（11：30 開場）

市内に古くから伝わる民俗芸能と、日本古来の伝統的な笛・太鼓
によるお囃子の祭典「郷土芸能祭」を開催します。今回も、民俗
芸能を伝承している市内の団体のほか、小・中学校の郷土芸能ク
ラブが参加します。ゲストはつくし野麒麟太鼓です。

新木

布佐市民の森

11

10：30〜15：00
10：30〜15：00
雨天決行・荒天中止
雨天実施・荒天中止

日

手賀沼遊歩道
手賀沼

11

12

川

湖北地区公民館

五本松公園

「鳥の博物館」へは
◉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

利根

布

道の駅
しょうなん

2

市民体育館

11

第 36 回

所 手賀沼公園 集合 ＪＲ我孫子駅南口より徒歩約 10 分
問 健康づくり支援課（保健センター）04-7185-1126

MAP

中央学院大学

新そばまつり

2017 年 11 月

所 湖北地区公民館 ホール 千葉県我孫子市中里 81-3

ＪＲ成田線湖北駅北口より新木駅南口行あびバスで「湖北地区公民館」下車

問 教育委員会 文化・スポーツ課 04-7185-1601

所 株式会社日立総合経営研修所

費用：100 円（小学生以下無料）
※我孫子の景観を育てる会に納

千葉県我孫子市高野山 485（我孫子中学校前）入され、保険料等当日の運営費
用に使わせていただきます。
問 我孫子の景観を育てる会 090-6034-9149
入場無料（全席自由）

出演（※順不同）
湖北小学校郷土芸能クラブ
布佐小学校郷土芸能クラブ
古戸はやし連中
布佐中学校郷土芸能講座
あびこふるさと会・
我孫子第四小学校伝統芸能クラブ
ひょっとこ睦
ゲスト／
つくし野麒麟太鼓（オープニング）

3

鳥 の博 物 館

現在開催中〜11/26
（日）

第７８回企画展「鳥・酉・鶏・とり

企画展

9

11

我孫子市は、大正時代に志賀
直哉や柳宗悦など白樺派の拠点となって
いました。その作品には、当時の我孫子市の自然が描かれています。
作品を紐解きながら現在の自然と比較してみましょう。

12 「地衣散歩」樹皮・岩肌・コンクリートなど、さまざま
な場所で知らず知らずに目にしている地衣

9

（ちいさんぽ）

「都心で繁殖を始めたウミネコの生態と人の関係」
講師：富田直樹さん（山階鳥類研究所保全研究室研究員）
12
13：30 〜 14：15（開場 13：15）

類。冬でも枯れることのないしたたかな存
在は不思議です。その謎に迫る「地衣散歩」
です。

主に日本周辺の沿岸離島で集団繁殖するウミ
ネコという海鳥が、1990 年代から東京都心で繁殖するよ
うになりました。営巣場所は上野動物園内や不忍池に始
まり、近年はビルやマンションの屋上へ移動し、その結果、
人間との軋轢が生じています。今回は都心で繁殖するウ
ミネコの生態と人間との関係について紹介します。

会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着 50 名） 参加費：無料（入館料別途）

11

あびこ自然観察隊

白樺文学館
11

その博覧強記ぶりから「知の巨人」と称される博物学者
らの友人であったことを知っていますか？
かしま

二人の交友はやがて、田辺湾の神島の環境保全に結実
することになります。初公開のものを含む熊楠の書簡か

ABIKO
CHIBA

我孫子インフォメーションセンター

我孫子市マスコットキャラクター
手賀沼のうなきちさん

深まる秋を我孫子で楽しむ。

新木駅から手賀川までの
間の水田地帯を歩いて、
冬に農地にやってくる鳥
たちを観察します。

あびこ国際交流まつり

学芸員による白樺派や民藝についてのトークと
市民スタッフによる柳兼子のピアノ生演奏を
お楽しみいただきます。

白樺サロンのひととき

〜旅〜

我孫子市和太鼓祭り

14：00〜15：00

11 月は大好評の「旅」をテーマに
開催します。全国各地、白樺・民
藝ゆかりの地を訪ね歩く、学芸員
のトークと旅行写真は必見です！

みなかた くまぐす

南方熊楠と先進的新聞人である杉村楚人冠が若い時か

ら、熊楠の人生を紹介します。

12

日

開催中〜1/8（月・祝）まで

成田

「アビシルベ」発行（月刊）

開館 9:30 〜 16:30 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） 所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3 電話：04-7185-2212
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2 割引、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

南方熊楠生誕 150 年記念展示
「知の巨人」熊楠と新聞人楚人冠

成田線

23「晩秋の手賀川観察会」

木・祝

9：00 〜 12：00（荒天中止）
集合：新木駅南口
時間：10：00 〜 12：00
申込：電話申し込み先着 30 人
集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止）
（小学校 3 年生以下は保護者同伴）
参加費：高校生以上 100 円（保険料として）
参加費：100 円（保険料として）
申込：不要

杉 村楚人冠 記念館

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

土

土

土

テーマトーク

東京
品川

我孫子

＝

「白樺派の見た
我孫子の自然」
11

上野

博物館友の会が企画する市民参加型の展示です。友の会には鳥
凧同好会、デジカメ同好会、鳥絵同好会、見て歩こう会、万葉集
同好会があり、日頃の活動の成果を展示します。

上野東京ライン

鳥の博物館周辺で、さまざまな季節の生き物を観察す
る散歩感覚の自然観察隊です。毎月第二土曜日に開催し
ています。

常磐線

松戸

場所：２階 企画展示室

野生動物としての「鳥」、暦としての「酉」、家禽としての「鶏」、
芸術の対象としての「とり」の４つのテーマからヒトとトリの多様
な関係について紹介します。

自然観察会
てがたん

取手

第７９回企画展「友の会展」

―酉年はトリで楽しむ―」

場所：２階 企画展示室

Vol.56（2017 年 11 月 10 日発行）

２９年１２月９日（土）〜３０年１月１４日（日）

熊楠の書簡にそえられた
イラスト

開館 9:00 〜 16:30（入館は 16:00 まで） 休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5 電話：04-7182-8578
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2 割引

場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
定員：先着 20 名 参加費：無料（ただし入館料がかかります）
開館 9:30 〜 16:30（入館は 16:00 まで） 休館：月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8 電話：04-7185-2192
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20 名以上 2 割引

＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円（３館とは、鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。）

今後のスケジュール

千葉県我孫子市の情報発信基 地
千葉県我孫子市の情報発信基地

11/ 7（火）〜 11/12（日）15：00まで

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

国際交流写真展

11 /13（月）10：00〜11 /16（木）17：00まで
11 /20（月）10：00〜11 /22（水）17：00まで

第60回市民文化祭書道展PR
11 /13（月）13：00〜11 /16（木）
11 /20（月）〜11 /22（水）13：00まで

東京2020 オリンピック・パラリンピック
競技大会 千葉県開催競技パネル展
11 /17（金）18：00〜

アビスト de Night☆

LIVE !

市民のチカラまつり2017

懐かしの映画ポスター展
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アビプレ56号（2017年11月10日 発行）

南口

けやきプラザ

アビシルベ
アビシルベ

アビイクオーレ

・
・
・
・

平和の集い〜我孫子市平和事業の取り組み〜
12/ 5（火）〜 12/14（木）16：00まで

我孫子駅

イトーヨーカドー
我孫子南口店

11 /25（土）・26（日）10：00〜15:30

11/ 28（火）13:00〜 12 /3（日）17:00

開館時間／9:00〜18:00 金・土は〜19:00
休 館 日／12月31日のみ

国道 356 号

〒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 アビシルベ
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

我孫子市ふるさと産品

郷土芸能祭

日立総合経営研修所 庭園公開

・NEW！我孫子市ふるさと産品紹介パート①
「檸檬のバーム」・「甘酒」
・第 7 回我孫子市和太鼓祭り
・第 26 回あびこ国際交流まつり
・あびこ農産物直売所「あびこん」イベント情報！
「新そばまつり」・「我孫子市農業まつり」
・手賀沼ふれあいウォーク
・第 26 回日立総合経営研修所 庭園公開
・第 37 回郷土芸能祭
Go to next page
・我孫子市 3 館イベント情報

