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・・・・・・秋の文化祭情報！‥秋と言えば文化祭！我孫子市内にある 2 つの大学の文化祭情報をチェック！・・・・・・

川村学園女子大学 第 29 回 鶴雅祭

第 51 回 中央学院大学 あびこ祭（大学祭）
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土

29

日

10：00〜
16：30

※我孫子駅北口より無料送迎
スクールバス
※無料駐車場 700 台

杉 村楚人冠 記念館
10/7（土）〜1/8（月・祝）まで

その博覧強記ぶりから「知の
巨 人」と称される博 物学 者
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
らの友人であったことを知っ
ていますか？
二人の交 友はやがて、田辺
かしま

湾の神島の環境保全に結実
することになります。初公開
熊楠の書簡にそえられた
イラスト

土

日

千葉県我孫子市下ヶ戸
千葉県我孫子市下ヶ戸
1133 番地
1133
所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス
問 大学代表電話 04-7183-0111

上野
東京
品川

成田線

柏

成田

ABIKO
CHIBA

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」発行（月刊）

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

～芸術・味覚・学び・スポーツ～
秋の我孫子は魅力満載！

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。
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〜秋〜

14 14：00〜15：00

〜旅〜

12 14：00〜15：00

日

土

「秋」をテーマにフルートと
の共演で開催します。
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）

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！

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

鳥 の博 物 館

ジャパンバードフェスティバル

手賀沼エコマラソン

JBF にて様々なイベントを
開催予定！
皆さん遊びに来てくださいね！

のものを含む熊楠の書簡か
ら、熊楠の人生を紹介します。

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

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

常磐線

松戸

10：00〜
16：00

トップページ＞キャンパスライフ＞学園祭へお進みください。

白樺サロンのひととき

10

22

今 年 度 の 鶴 雅 祭 の テ ーマ は、
『JOIN JOIN JOIN』で す。人 と
の結びつきを大切にしたいとの
思いを込めました。8 学科・ク
ラブ・同好会等の特色を活かし
た企画・公演・模擬店等、お子
さんも楽しめる、又地域の皆さ
ん にご 参 加 いただく企 画 を用
意。また、トークショーには豊
永利行さん、ライブステージに
は FIZZY POP（フィジーポップ）
をお迎えして、皆さまのご来場
をお待ちしています。
詳しくは、大学のホームページをご覧ください。
https://www.kgwu.ac.jp/

白樺文学館

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
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10

＝

学生による発 表 や出店はもちろ
ん、地 域の皆さまにも多数ご 協
力いただき実施する子 供向け体
験イベントやふれあい動物園。ま
た、ステージでは大人気アニメ「ブ
ラッククローバー」の主題歌を歌
う『感覚ピエロ』や『手賀沼ジュン』
『三令 -mirei-』
『手賀沼サンセット』
ライブ、抱腹絶倒『和牛』『もう
中学生』のお笑いライブなど盛り
上がること間違いなし。さらに、
本学駅伝部の川崎勇二監督によ
る特 別 講 演「箱 根 駅 伝 へ の 道」
もあります。お子様からご年配の方まで楽しめるイベントをたくさん用意して皆
さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳しくは「あびこ祭」で検索！ http://www.cgu.ac.jp/abikosai/

所 中央学院大学 千葉県我孫子市久寺家 451
問 04-7183-6518（学生課）

10

上野東京ライン

10

取手

我孫子

カフェレストランこころ音

我孫子国際野外美術展

我孫子市産業まつり

あびこん新そばまつり

子の神大黒天火渡り

布佐もみじまつり

＊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

アビシルベからのお知らせ

我孫子東高校「つまようじアート」展

今年も開催！ あびこ
鴨料理キャンペーン！

10 /11（水）〜 10 /19（木）
10 /20（金）18：00〜

アビスト de Night☆

LIVE !

10 /21（土）11：00〜16:00・22（日）10：00〜16:00

現代に蘇るノリタケの陶磁器
〜明治の日本から世界へ〜
10 /22（日）11：00〜

ライブ・オン・アビシルベ

LIVE !

10 /22（日）

我孫子歴史・文学ツアー※参加者募集中！
10/ 25（水）〜 11 /5（日）

JBF PRイベント
「ちょっと先取りJBF」
11/ 7（火）〜 11/12（日）15：00まで

国際交流写真展
4

アビプレ55号（2017年10月10日 発行）

千葉県我孫子市を巡る！ 鴨を食す！
スタンプを集める！ で素敵な景品を
抽選でプレゼント！
今年は 11/1（水）から開催予定。パ
ンフレットはアビシルベ等で順次配
布予定、ご期待ください！

我孫子歴史・文学ツアー
参加者募集中！
10/22（日）9：30 アビシルベ集合
我孫子の歴史と文学を巡るツアー。ボランティアガ
イドの解説と、杉村楚人冠記念館・白樺文学館で
は学芸員のトーク付き！ 杉村楚人冠や、白樺派の
文人に関するこぼれ話も聞けるかも！？
費用：お一人様 1,000 円（各所入館料を含む）

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

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

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

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
イトーヨーカドー
我孫子南口店

・
・
・
・

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

問 アビシルベ お気軽にお問い合わせください。 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

・第 20 回我孫子国際野外美術展
・カフェレストラン こころ音
・我孫子市産業まつり
・布佐もみじまつり
・ジャパンバードフェスティバル 2017
・手賀沼エコマラソン

・子の神大黒天火渡り
・あびこん「新そばまつり」
・秋の文化祭情報！
（あびこ祭・鶴雅祭）
・我孫子市３館イベント情報
Go to next page
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第20 回 我孫子国際野外美術展

ジャパンバードフェスティバル
２０１７ 〜人と鳥の共存をめざして〜

-Abiko International Open-Air Art Exhibition 2017公開制作期間 10月14日（土）〜10月20日（金）
作品展示期間 10月21日（土）〜 11月 5日（日）
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今年のテーマは「いきづく森と水と文化のにおい」です。
新たにモンゴルからアーティストを招待し、日本・モン
ゴル・メキシコ・ドイツ・中国・インド・フランス・イ
タリアの全 8 カ国のアーティストの作品を各会場にてご
覧いただけます。野 外美術展ならではの、自然や生活
と調和した作品をお楽しみください。

アルムート バムフォルクの作品

所 布佐市民の森（ＪＲ成田線布佐駅南口より 徒歩約 25 分）
宮の森公園（ＪＲ成田線布佐駅東口より 徒歩約 10 分）
布佐図書館分館（千葉県我孫子市新々田１０９-１）
布佐のまち周辺
※写真は去年の様子です。
ね

問 我孫子野外美術協会 090-9858-4625

青野千穂の作品

メール：aioe@live.jp
詳しい情報は我孫子国際野外美術展公式ホームページを
ご覧ください。https://www.abikoe.com/

カフェレストラン こころ音は JR 成田線布佐駅東口から徒歩約 10 分。閑静な住宅街
の一角、丸窓があるお洒落な建物が目印です。落ち着いた店内で洋食を中心とした創
作料理を楽しむことが出来ます。
おススメは「こころ音ミートパスタ」と「焼きカレー」
。
「こころ音ミートパスタ」は３
種類のお肉と３種類のキノコを煮込んだオリジナルソースがもちもちの生パスタと相
性バッチリ！「焼きカレー」は熱々でボリュームたっぷり！
また、スイーツも充実しており、そば粉を使ったクレープ生地でバナナを包んだ「バナ
ナガレット」や「あんみつ」も味わうことが出来ます。
車椅子での来店も可能なのが嬉しいですね。

カフェレストラン こころ音
我孫子国際野外美術展や布佐もみじまつりなど、
布佐地域でのイベントが多くなるこの季節！
イベントに合わせて立ち寄りたいお店をご紹介します。

4

11

5

土

日

9:30〜16:00

9:30〜15:00

ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival / 略称：
JBF）は、千葉県我孫子市手賀沼周辺にて行われる、日本
最大級の鳥をテーマにしたイベントです。
毎年、子どもからお年寄りまで多くの人が訪れる “鳥好き”
の交流の場になっています。
今年は水の館がリニューアルオープンしたほか、オオバン広
場が新設されたことで、従来よりも広々とした会場に！

○注目イベント＆出店！
・鳥学講座
『夢を運べ、北の島から日本の空へ - 絶滅から復活への道を歩むシジュウカラガン -』
講師：呉地正行（日本雁を保護する会会長）
日時：１１/4（土）14：30 〜 16：30
会場：アビスタホール

・手賀沼親水広場周辺
望遠鏡や双眼鏡、鳥の撮影機材の展示・販売や、鳥グッズの販売、鳥の折
り紙教室、湖畔・船上バードウォッチングなど見どころ満載！
ステージでは様々なアーティストのライブの他、参加型のクイズも開催！

シジュウカラガン

〜鳥博クイズ〜
日時：両日 13：30〜15：30
会場：鳥の博物館３階
※全問正解者にポストカードをプレゼント！
（我孫子市役所手賀沼課内）04-7185-1484
開催日当日専用電話 070-3104-9610 ／ 070-3105-0581

JBF の詳しい内容は公式ホームページをご覧ください

http://www.birdfesta.net/

「こころ音ミートパスタ」ランチセット 1,200 円（税込） 「バナナガレット」600 円（税込）
「焼きカレー」ランチセット 1,300 円（税込）
※ランチセットにはスープ・サラダ・ドリンクが付きます。

布佐もみじまつり
11

15

日

10:00〜15:00

5

美 味しいもの、新 鮮 な
ものいっぱい！地元の商
店 が 多 数 出 店。子ども
達 の 楽し め る 広 場 や、
おまつり
フリーマーケットも多く
スタンプラリー
出店！ イベントたくさん
対象
布佐駅東口通り
の 秋の 一日を 楽しめる 所
最後の市民まつりです。 （JR 成田線布佐駅東口通り）
おまつりスタンプラリー 問 布佐もみじまつり実行委員会
（和田）04-7189-2535
の応募を忘れないでね！

柏ふるさと公園からスタート後の大通りは大迫力！！
ぜひ見に来てくださいね！
さい

↑取
手

MAP
利根

川ゆ

古利根沼

市民体育館

川村学園女子大学
JR 常磐線 天王台

白樺文学館

アビスタ

子の神大黒天

柏ふるさと公園

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

鳥の博物館
水の館・あびこん
手賀沼親水広場

我孫子
ゴルフ倶楽部
五本松公園

湖北

う公

園

手賀沼

ご

ま

び

わた

22

日

川

問 手賀沼エコマラソン実行委員会事務局 04-7167-8345

11

土

湖北台中学

布佐市民の森

布佐もみじまつり
こころ音

→
田

成

●は本紙に情報掲載のある場所です

市民図書館
布佐分館

お札等を燃やした “おき火” の上を山伏姿の僧侶が裸足で歩きます。
お札やお守りの販売も有。

所 問 子之神大黒天延寿院 千葉県我孫子市寿 2-27-10 ／ 04-7182-2239

12

日

新そばまつり

２つのそば打ち道場（青山
学舎・我孫子そばの会）が、
それぞれこだわりの材料と製
法で 打 ち上げ たそば を提
供！ 美味しい新そばを召し
上がれ！
※天 候 により内 容 を 変 更・
中止することがあります。

宮の森公園

旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

11

10：30〜15：00
雨天決行・荒天中止

新木

湖北台
中央公園

※祝日を除く）

11

14：00〜
雨天決行

湖北地区公民館

手賀沼遊歩道

「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

10

佐

2

我孫子市役所
山階鳥類研究所

JR 成田線

うゆ

布

道の駅
しょうなん

356
東我孫子

とう

所 柏ふるさと公園（千葉県柏市柏下４）スタート、
我孫子市・柏市（手賀沼周辺）
（月〜金 /9：00 〜 16：00

子の神大黒天 柴燈護摩火渡り

中央学院大学

我孫子

29

今大会から日本陸連公認大会になりました！コースの各
所にブラスバンドや和太鼓演奏があり、大会を盛り上げ
日
ます。また、メイン会場でも随時ブラスバンドやチアリー
開会式
9：00 〜 ディングによるパフォーマンスがあり！名物のラジオ体操
スタート 10：00 〜 は今年も実施！
表彰式 12：30
※ランナーエントリーは締め切っています。
ハーフマラソン（21.0975ｋm）：スタート公道（柏ふるさと公園入口我孫子側）
〜根戸新田Ｔ字路〜我孫子生涯学習センター前〜手賀大橋〜道の駅しょうなん
〜ふれあい緑道〜曙橋〜フィッシングセンター前〜都部新田交差点〜湖北台中
先折り返し〜五本松公園〜高野山新田交差点〜親水広場〜手賀大橋〜ふれあ
い緑道〜ビジターセンター〜柏ふるさと公園

10:00〜15:00

市内企業の PR コーナー
をはじめ、市内の商 店
などによる青 空 市やス
テージイベントなど、楽
おまつり
しい 催しが 盛りだくさ
スタンプラリー
ん！ このおまつりから市
対象
内 の 産 業 を 盛 り上 げ、
所 湖北台中央公園
市民 を応 援して、み ん
（JR 成田線湖北駅南口より南西へ 徒歩約 3 分）
なで我孫子市を元気に
問 我孫子市商業観光課 04-7185-1475
しよう！

第 23 回

10

日

←柏

〜工作イベント〜
日時：両日 10：00 〜 11：00
会場：鳥の博物館２階 友の会ルーム
参加費：無料
申込：先着順、材料が無くなり次第終了

問 ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局

我孫子市産業まつり
10

・鳥の博物館内イベント
〜ゲストトーク〜
「世界に注目されるモンゴルの野鳥と自然環境」
日時：１１/５（日）10:30〜11:30（開場 10:00）
会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
講師：ハンバー・トゥメンデルゲルさん
（南ゴビ観光組合会長、Tum-Eco tour）
齊藤寛和さん（Tum-Eco tour）

・新設オオバン広場への海外出展者は過去最高の 8 か国！
今回は、海外から過去最高の 8 か国（新規参加は 5 か国）の出展があり、
さらに充実した内容に！

営：9：30 〜 19：00
【モーニング】9：30 〜 11：00
【ランチ】 11：00 〜 15：00
※事前予約で 19：00 以降も営業可
休：日曜、第 4 月曜日 駐車場：6 台有り

所 千葉県我孫子市布佐 3093-1
問 04-7106-2960

2017 年 10 月

所 問 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 ／ 04-7168-0821
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第20 回 我孫子国際野外美術展

ジャパンバードフェスティバル
２０１７ 〜人と鳥の共存をめざして〜

-Abiko International Open-Air Art Exhibition 2017公開制作期間 10月14日（土）〜10月20日（金）
作品展示期間 10月21日（土）〜 11月 5日（日）

11

今年のテーマは「いきづく森と水と文化のにおい」です。
新たにモンゴルからアーティストを招待し、日本・モン
ゴル・メキシコ・ドイツ・中国・インド・フランス・イ
タリアの全 8 カ国のアーティストの作品を各会場にてご
覧いただけます。野 外美術展ならではの、自然や生活
と調和した作品をお楽しみください。

アルムート バムフォルクの作品

所 布佐市民の森（ＪＲ成田線布佐駅南口より 徒歩約 25 分）
宮の森公園（ＪＲ成田線布佐駅東口より 徒歩約 10 分）
布佐図書館分館（千葉県我孫子市新々田１０９-１）
布佐のまち周辺
※写真は去年の様子です。
ね

問 我孫子野外美術協会 090-9858-4625

青野千穂の作品

メール：aioe@live.jp
詳しい情報は我孫子国際野外美術展公式ホームページを
ご覧ください。https://www.abikoe.com/

カフェレストラン こころ音は JR 成田線布佐駅東口から徒歩約 10 分。閑静な住宅街
の一角、丸窓があるお洒落な建物が目印です。落ち着いた店内で洋食を中心とした創
作料理を楽しむことが出来ます。
おススメは「こころ音ミートパスタ」と「焼きカレー」
。
「こころ音ミートパスタ」は３
種類のお肉と３種類のキノコを煮込んだオリジナルソースがもちもちの生パスタと相
性バッチリ！「焼きカレー」は熱々でボリュームたっぷり！
また、スイーツも充実しており、そば粉を使ったクレープ生地でバナナを包んだ「バナ
ナガレット」や「あんみつ」も味わうことが出来ます。
車椅子での来店も可能なのが嬉しいですね。

カフェレストラン こころ音
我孫子国際野外美術展や布佐もみじまつりなど、
布佐地域でのイベントが多くなるこの季節！
イベントに合わせて立ち寄りたいお店をご紹介します。

4

11

5

土

日

9:30〜16:00

9:30〜15:00

ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival / 略称：
JBF）は、千葉県我孫子市手賀沼周辺にて行われる、日本
最大級の鳥をテーマにしたイベントです。
毎年、子どもからお年寄りまで多くの人が訪れる “鳥好き”
の交流の場になっています。
今年は水の館がリニューアルオープンしたほか、オオバン広
場が新設されたことで、従来よりも広々とした会場に！

○注目イベント＆出店！
・鳥学講座
『夢を運べ、北の島から日本の空へ - 絶滅から復活への道を歩むシジュウカラガン -』
講師：呉地正行（日本雁を保護する会会長）
日時：１１/4（土）14：30 〜 16：30
会場：アビスタホール

・手賀沼親水広場周辺
望遠鏡や双眼鏡、鳥の撮影機材の展示・販売や、鳥グッズの販売、鳥の折
り紙教室、湖畔・船上バードウォッチングなど見どころ満載！
ステージでは様々なアーティストのライブの他、参加型のクイズも開催！

シジュウカラガン

〜鳥博クイズ〜
日時：両日 13：30〜15：30
会場：鳥の博物館３階
※全問正解者にポストカードをプレゼント！
（我孫子市役所手賀沼課内）04-7185-1484
開催日当日専用電話 070-3104-9610 ／ 070-3105-0581

JBF の詳しい内容は公式ホームページをご覧ください

http://www.birdfesta.net/

「こころ音ミートパスタ」ランチセット 1,200 円（税込） 「バナナガレット」600 円（税込）
「焼きカレー」ランチセット 1,300 円（税込）
※ランチセットにはスープ・サラダ・ドリンクが付きます。

布佐もみじまつり
11

15

日

10:00〜15:00

5

美 味しいもの、新 鮮 な
ものいっぱい！地元の商
店 が 多 数 出 店。子ども
達 の 楽し め る 広 場 や、
おまつり
フリーマーケットも多く
スタンプラリー
出店！ イベントたくさん
対象
布佐駅東口通り
の 秋の 一日を 楽しめる 所
最後の市民まつりです。 （JR 成田線布佐駅東口通り）
おまつりスタンプラリー 問 布佐もみじまつり実行委員会
（和田）04-7189-2535
の応募を忘れないでね！

柏ふるさと公園からスタート後の大通りは大迫力！！
ぜひ見に来てくださいね！
さい

↑取
手

MAP
利根

川ゆ

古利根沼

市民体育館

川村学園女子大学
JR 常磐線 天王台

白樺文学館

アビスタ

子の神大黒天

柏ふるさと公園

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

鳥の博物館
水の館・あびこん
手賀沼親水広場

我孫子
ゴルフ倶楽部
五本松公園

湖北

う公

園

手賀沼

ご

ま

び

わた

22

日

川

問 手賀沼エコマラソン実行委員会事務局 04-7167-8345

11

土

湖北台中学

布佐市民の森

布佐もみじまつり
こころ音

→
田

成

●は本紙に情報掲載のある場所です

市民図書館
布佐分館

お札等を燃やした “おき火” の上を山伏姿の僧侶が裸足で歩きます。
お札やお守りの販売も有。

所 問 子之神大黒天延寿院 千葉県我孫子市寿 2-27-10 ／ 04-7182-2239

12

日

新そばまつり

２つのそば打ち道場（青山
学舎・我孫子そばの会）が、
それぞれこだわりの材料と製
法で 打 ち上げ たそば を提
供！ 美味しい新そばを召し
上がれ！
※天 候 により内 容 を 変 更・
中止することがあります。

宮の森公園

旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

11

10：30〜15：00
雨天決行・荒天中止

新木

湖北台
中央公園

※祝日を除く）

11

14：00〜
雨天決行

湖北地区公民館

手賀沼遊歩道

「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

10

佐

2

我孫子市役所
山階鳥類研究所

JR 成田線

うゆ

布

道の駅
しょうなん

356
東我孫子

とう

所 柏ふるさと公園（千葉県柏市柏下４）スタート、
我孫子市・柏市（手賀沼周辺）
（月〜金 /9：00 〜 16：00

子の神大黒天 柴燈護摩火渡り

中央学院大学

我孫子

29

今大会から日本陸連公認大会になりました！コースの各
所にブラスバンドや和太鼓演奏があり、大会を盛り上げ
日
ます。また、メイン会場でも随時ブラスバンドやチアリー
開会式
9：00 〜 ディングによるパフォーマンスがあり！名物のラジオ体操
スタート 10：00 〜 は今年も実施！
表彰式 12：30
※ランナーエントリーは締め切っています。
ハーフマラソン（21.0975ｋm）：スタート公道（柏ふるさと公園入口我孫子側）
〜根戸新田Ｔ字路〜我孫子生涯学習センター前〜手賀大橋〜道の駅しょうなん
〜ふれあい緑道〜曙橋〜フィッシングセンター前〜都部新田交差点〜湖北台中
先折り返し〜五本松公園〜高野山新田交差点〜親水広場〜手賀大橋〜ふれあ
い緑道〜ビジターセンター〜柏ふるさと公園

10:00〜15:00

市内企業の PR コーナー
をはじめ、市内の商 店
などによる青 空 市やス
テージイベントなど、楽
おまつり
しい 催しが 盛りだくさ
スタンプラリー
ん！ このおまつりから市
対象
内 の 産 業 を 盛 り上 げ、
所 湖北台中央公園
市民 を応 援して、み ん
（JR 成田線湖北駅南口より南西へ 徒歩約 3 分）
なで我孫子市を元気に
問 我孫子市商業観光課 04-7185-1475
しよう！

第 23 回

10

日

←柏

〜工作イベント〜
日時：両日 10：00 〜 11：00
会場：鳥の博物館２階 友の会ルーム
参加費：無料
申込：先着順、材料が無くなり次第終了

問 ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局

我孫子市産業まつり
10

・鳥の博物館内イベント
〜ゲストトーク〜
「世界に注目されるモンゴルの野鳥と自然環境」
日時：１１/５（日）10:30〜11:30（開場 10:00）
会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
講師：ハンバー・トゥメンデルゲルさん
（南ゴビ観光組合会長、Tum-Eco tour）
齊藤寛和さん（Tum-Eco tour）

・新設オオバン広場への海外出展者は過去最高の 8 か国！
今回は、海外から過去最高の 8 か国（新規参加は 5 か国）の出展があり、
さらに充実した内容に！

営：9：30 〜 19：00
【モーニング】9：30 〜 11：00
【ランチ】 11：00 〜 15：00
※事前予約で 19：00 以降も営業可
休：日曜、第 4 月曜日 駐車場：6 台有り

所 千葉県我孫子市布佐 3093-1
問 04-7106-2960

2017 年 10 月

所 問 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 ／ 04-7168-0821

3

Vol.55（2017 年 10 月 10 日発行）

・・・・・・秋の文化祭情報！‥秋と言えば文化祭！我孫子市内にある 2 つの大学の文化祭情報をチェック！・・・・・・

川村学園女子大学 第 29 回 鶴雅祭

第 51 回 中央学院大学 あびこ祭（大学祭）
28

10

土

29

日

10：00〜
16：30

※我孫子駅北口より無料送迎
スクールバス
※無料駐車場 700 台

杉 村楚人冠 記念館
10/7（土）〜1/8（月・祝）まで

その博覧強記ぶりから「知の
巨 人」と称される博 物学 者
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
らの友人であったことを知っ
ていますか？
二人の交 友はやがて、田辺
かしま

湾の神島の環境保全に結実
することになります。初公開
熊楠の書簡にそえられた
イラスト

土

日

千葉県我孫子市下ヶ戸
千葉県我孫子市下ヶ戸
1133 番地
1133
所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス
問 大学代表電話 04-7183-0111

上野
東京
品川

成田線

柏

成田

ABIKO
CHIBA

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」発行（月刊）

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

～芸術・味覚・学び・スポーツ～
秋の我孫子は魅力満載！

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。

11

〜秋〜

14 14：00〜15：00

〜旅〜

12 14：00〜15：00

日

土

「秋」をテーマにフルートと
の共演で開催します。
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）

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！

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

鳥 の博 物 館

ジャパンバードフェスティバル

手賀沼エコマラソン

JBF にて様々なイベントを
開催予定！
皆さん遊びに来てくださいね！

のものを含む熊楠の書簡か
ら、熊楠の人生を紹介します。

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

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

常磐線

松戸

10：00〜
16：00

トップページ＞キャンパスライフ＞学園祭へお進みください。

白樺サロンのひととき

10

22

今 年 度 の 鶴 雅 祭 の テ ーマ は、
『JOIN JOIN JOIN』で す。人 と
の結びつきを大切にしたいとの
思いを込めました。8 学科・ク
ラブ・同好会等の特色を活かし
た企画・公演・模擬店等、お子
さんも楽しめる、又地域の皆さ
ん にご 参 加 いただく企 画 を用
意。また、トークショーには豊
永利行さん、ライブステージに
は FIZZY POP（フィジーポップ）
をお迎えして、皆さまのご来場
をお待ちしています。
詳しくは、大学のホームページをご覧ください。
https://www.kgwu.ac.jp/

白樺文学館

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

21

10

＝

学生による発 表 や出店はもちろ
ん、地 域の皆さまにも多数ご 協
力いただき実施する子 供向け体
験イベントやふれあい動物園。ま
た、ステージでは大人気アニメ「ブ
ラッククローバー」の主題歌を歌
う『感覚ピエロ』や『手賀沼ジュン』
『三令 -mirei-』
『手賀沼サンセット』
ライブ、抱腹絶倒『和牛』『もう
中学生』のお笑いライブなど盛り
上がること間違いなし。さらに、
本学駅伝部の川崎勇二監督によ
る特 別 講 演「箱 根 駅 伝 へ の 道」
もあります。お子様からご年配の方まで楽しめるイベントをたくさん用意して皆
さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳しくは「あびこ祭」で検索！ http://www.cgu.ac.jp/abikosai/

所 中央学院大学 千葉県我孫子市久寺家 451
問 04-7183-6518（学生課）

10

上野東京ライン

10

取手

我孫子

カフェレストランこころ音

我孫子国際野外美術展

我孫子市産業まつり

あびこん新そばまつり

子の神大黒天火渡り

布佐もみじまつり

＊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

アビシルベからのお知らせ

我孫子東高校「つまようじアート」展

今年も開催！ あびこ
鴨料理キャンペーン！

10 /11（水）〜 10 /19（木）
10 /20（金）18：00〜

アビスト de Night☆

LIVE !

10 /21（土）11：00〜16:00・22（日）10：00〜16:00

現代に蘇るノリタケの陶磁器
〜明治の日本から世界へ〜
10 /22（日）11：00〜

ライブ・オン・アビシルベ

LIVE !

10 /22（日）

我孫子歴史・文学ツアー※参加者募集中！
10/ 25（水）〜 11 /5（日）

JBF PRイベント
「ちょっと先取りJBF」
11/ 7（火）〜 11/12（日）15：00まで

国際交流写真展
4

アビプレ55号（2017年10月10日 発行）

千葉県我孫子市を巡る！ 鴨を食す！
スタンプを集める！ で素敵な景品を
抽選でプレゼント！
今年は 11/1（水）から開催予定。パ
ンフレットはアビシルベ等で順次配
布予定、ご期待ください！

我孫子歴史・文学ツアー
参加者募集中！
10/22（日）9：30 アビシルベ集合
我孫子の歴史と文学を巡るツアー。ボランティアガ
イドの解説と、杉村楚人冠記念館・白樺文学館で
は学芸員のトーク付き！ 杉村楚人冠や、白樺派の
文人に関するこぼれ話も聞けるかも！？
費用：お一人様 1,000 円（各所入館料を含む）

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

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

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

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
イトーヨーカドー
我孫子南口店

・
・
・
・

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
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・第 20 回我孫子国際野外美術展
・カフェレストラン こころ音
・我孫子市産業まつり
・布佐もみじまつり
・ジャパンバードフェスティバル 2017
・手賀沼エコマラソン

・子の神大黒天火渡り
・あびこん「新そばまつり」
・秋の文化祭情報！
（あびこ祭・鶴雅祭）
・我孫子市３館イベント情報
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