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6/15（木）は千葉県民の日！

市民体育館
日時：6/15（木）9：00 〜 21：00
（6/1（木）〜窓口で要申請・先着順 º※テニスコートなど）
※野球場は対象外
場所：市民体育館 千葉県我孫子市古戸 696
問 ：04-7187-1155
水の館プラネタリウム
日時：6/15（木）10：00 〜 16：00（6 回上映、各回先着 50 人）
場所：水の館 千葉県我孫子市高野山新田 193
問 ：04-7184-0555

鳥の博物館
日時：6/15（木）9：30 〜 16：30
場所：鳥の博物館 千葉県我孫子市高野山 234-3
問 ：04-7185-2212
白樺文学館
日時：6/15（木）9：30 〜 16：30（入館は 16：00 まで）
場所：白樺文学館 千葉県我孫子市緑 2-11-8
問 ：04-7185-2192
杉村楚人冠記念館
日時：6/15（木）9：00 〜 16：30（入館は 16：00 まで）
場所：杉村楚人冠記念館 千葉県我孫子市緑 2-5-5
問 ：04-7182-8578

ミニ SL
日時：6/15（木）9：30 〜 12：00・13：00 〜 17：00
※荒天時中止
場所：手賀沼公園 ＪＲ我孫子駅南口より徒歩約 10 分
問 ：シルバー人材センター 04-7188-2204
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千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝

ふれあい工房
日時：6/13（火）〜 18（日）9：00 〜 17：00
対象：市内在住・在学・在勤の方（リサイクル教室は除く）
場所：ふれあい工房 千葉県我孫子市青山 450
問 ：04-7186-5500

常磐線

松戸
上野東京ライン

我孫子市の一部施設を無料開放します。

取手

我孫子

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

「アビシルベ」発行（月刊）

ジメジメをふっ飛ばせ！

レンタサイクル
日時：6/15（木）9：00 〜 17：00（貸し出しは 16：00 まで）
※荒天時中止
場所：サイクルパーク我孫子南、手賀沼公園、鳥の博物館、
道の駅しょうなん、北柏ふるさと公園、セブンパークアリオ柏
問 ：シルバー人材センター 04-7188-2204

チーバくんをさがせ！！in とうかつ

6/15（木）〜 8/31（木）

〜東葛飾地区の施設に隠れたチーバくんを探して、素敵な商品を当てよう！〜

豪華賞品

我孫子・柏・松戸・流山・野田・鎌ケ谷の６市内の各２施設に “文字” を持ったチーバくんが隠れています。
この “文字” を組み合わせてキーワードを完成させると、素敵な賞品が当たる抽選に応募できます。キーワー
ドは市ごとに異なり、全部で６市 ×２施設の 12 種類。完成させたキーワードの数に応じて、下記の豪華賞
品が当たります！ 詳しくは、６市内の各施設で配布するパンフレットをご覧ください。
※パンフレットはアビシルベでも配布予定！！！

利根川ゆうゆう公園

オフロードバイクコース

A 賞 チーバくん特製クオカード 5,000 円分 20 名様（全６種類のキーワードを完成させた方）
B 賞 各市の特産品 30 名様（４種類以上のキーワードを完成させた方）
C 賞 チーバくんグッズ詰め合わせ 40 名様（２種類以上のキーワードを完成させた方）
応募締切：9/15 日（金）必着
問 東葛飾地域振興事務所 047-361-2111

今後のスケジュール

最新情報はインターネットで！

6 / 5（月）12：00〜 6 /15（木）12：00

HomePage アビシルベ または abikoinfo

枯れないプランツ
＆フラワーアレンジ展

アビシルベ または @ABISHIRUBE

アビスト de Night☆ LIVE !

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

6 /17（土）・ 6 /18（日）10：00〜 16：00

枯れないプランツ
＆フラワーアレンジ販売
6 /18（日）

ライブ・オン・アビシルベ LIVE !
6 /20（火）13：00〜 7 / 2（日）12：00

み〜つけたツバメの巣 in 我孫子
懐かしの映画ポスター展第15弾
「西部劇映画ポスター展」
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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」

@abishirube または @ABISHIRUBE

6 /16（金）18：00〜

7 / 4（火）9：00〜 7 /17（月）17：00

特設ホームページ URL：http://urx2.nu/DCPt

●アビスト de Night ★
毎月多彩なゲストをお迎えして我孫子の
魅力あふれる情報をお伝えしています。
●我孫子の美味しい処
レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど
アビシルベのスタッフがご紹介します。
●イベント情報
イベントやお祭りのレポやプロモなど
●うなきちパラダイス
これを観れば振付けもバッチリ！

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

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

鳥の博物館テーマトーク（ロシアの繁殖地で撮影された作りかけの巣とツリスガラ）

あびこラグビー day

◆＜特集＞利根川ゆうゆう公園でオフロードバイクに挑戦！
◆鳥の博物館・白樺文学館イベント情報
◆あびこラグビー day
◆「第 2 回我孫子まちゼミ in 天王台 and 我孫子地区」好評開催中！
◆浅間神社祭礼
◆6/15（木）は千葉県民の日
・我孫子市の一部施設を無料開放
・記念行事「チーバくんをさがせ !! in とうかつ」
Go to next page
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9：00 〜 12：00（雨天中止）

あびこ自然観察隊

18「河原の鳥を観察しよう」

日

河原の草地で繁殖するヨシキリの仲間やヒバリを観察します。

場所：利根川ゆうゆう公園
定員：30 名（先着順・小学校低学年以下は保護者同伴）
※要申込：鳥の博物館 04-7185-2212（6 月 1 日受付開始）
集合場所：詳細は 6/1 の広報または博物館ホームページをご参照ください。
URL：http://urx2.nu/DCPy

利根川ゆうゆう公園にはオフロードバイクのコースがあり、オフロード自転車の貸し出しも行っています。
これから始まるレジャーの季節、手軽に楽しめるアクティビティはいかがですか？

7

手賀沼周辺の自然観察会「てがたん」 10：00 〜 12：00（雨天中止）

8 「歩道で生きるガッツな植物」

土

集合場所：我孫子市鳥の博物館玄関
申込：不要
費用：保険料として 100 円（高校生以上）

白樺文学館
白樺サロンのひととき

〜友 〜

6

25

日

14：00 〜 15：00

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。6 月は「友」をテーマに好評の朗読とピアノのコ
ラボでお送り
します。

良い環境とはいえない夏の歩道。そこは強い日差しと高温の
乾燥の地です。そして人々の足に踏まれます。しかし、そこ
で芽を出して育ち、花や果実をつけていく植物を観察します。

7

テーマトーク

8 「鳥類標識調査―近年の話題から」

土

〜利根川ゆうゆう公園のここがすごい！〜
・オフロードバイクのコースは 3 種類！
練習広場に加え、初級コースと、上級コースがあり、大人
から子どもまで楽しめます！
（※オフロード自転車専用のコースです、普通の自転車や
オートバイの乗り入れは禁止されています。）
・オフロード自転車の無料貸し出しを実施！
自転車本体に加え、ヘルメット、膝・肘あてなども貸してもらえるので、手ぶらで行ってもすぐに始めることができます！
（※貸し出しは土・日・祝日・春夏休みに実施。季節により貸出時間が変わります。）
・ちょっと疲れたら…一休み！
あずまやと水飲み場があるので適度に休憩を取りながら自分のペースで
チャレンジすることができます！
・運動のあとは BBQ！
利根川ゆうゆう公園内にはデイキャンプ広場もあります。運動でお腹が
減ったら BBQ でエネルギーチャージ！
（※キャンプ・BBQ 用具の貸し出しは行っていません。直火は禁止です。
ゴミはお持ち帰りください。）
詳しいご利用方法やアクセスに関しては我孫子市ホームページ「利根川ゆうゆう公園」の項目をご覧ください。URL：http://urx2.nu/DCOb
我孫子市公園緑地課：04-7185-1542

オフロードバイクコース・貸出しに関するお問合せ

7

我孫子

手賀沼公園

10：00 KO
メインカード▶ 13：00 KO

NEC OB vs 伊勢丹 & 三菱重工相模原 OB
NEC グリーンロケッツ vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ

14：45 開始予定 毎年恒例 ファン交流会・抽選会
予約不要、当日グラウンドまでお越しください。

ＮＥＣ我孫子事業場ラグビーグラウンド

所

千葉県我孫子市日の出 1131

問 04-7185-7055（あびこラグビー day に関してとお伝えください。）

古利根沼

市民体育館

川ゆ
うゆ
う公
園

利根

30 天照神社合祀浅間神社例祭
例祭斎行 9：00 〜 各種ご祈祷 16：00 〜 21：00

第2回

好評開催中！

and 我孫子地区

川

お店の人から教えてもらおう！

湖北地区公民館

湖北

得する街のゼミナール

新木

布佐市民の森
手賀沼遊歩道

夕方には屋台が立ち並び、地元の人々でにぎわいます。
※当日、周辺道路に交通規制がかかります。
詳しくは「広報あびこ 6/16 号」をご覧ください。

旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

→
田

成

「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

宮の森公園

佐

2

13：00 キックオフ

今季よりデザインを変更した 1st ユニフォームを身にまとった
新たなロケッツ戦士の姿が見られるチャンス！
大学選手権で優勝した新加入選手のプレーにも注目です。

布

〈水の館〉
道の駅
しょうなん

利根

湖北台中央公園

鳥の博物館

手賀沼

あびこラグビー day

MAP
浅間神社

JR 成田線

我孫子市役所
山階鳥類研究所
手賀沼親水広場

申込 問 白樺文学館 04-7185-2192

金

356
東我孫子

白樺文学館

北柏ふるさと公園

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

1

土

↑取
手

JR 常磐線 天王台

所 白樺文学館 1 階ピアノサロン

講師：吉安京子さん（公財）山階鳥類研究所保全研究室専門員

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
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
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、
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、
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 ＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円
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我孫子市民体育館：04-7187-1155

ＮＥＣ我孫子事業場
ラグビーグラウンド
ふれあい工房
←柏

定員：20 名（要電話予約）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

ツリスガラ

山階鳥類研究所が行っている鳥類標識調査での、その
場所：鳥の博物館 2 階多目的ホール
成果として重要な回収記録が出来るまでの苦労話と、定員：当日先着 50 名（申込不要）
その間に垣間見られる、こぼれ話をお届けします。
費用：無料（ただし入館料がかかります）

今年の夏は、家族と、友達と、恋人と！？
みんなで１日楽しめる利根川ゆうゆう公園へ行ってみよう！

問 利根川ゆうゆう公園に関するお問合せ

13：30 〜 14：15（13：15 開場）

＊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︒

利根川ゆうゆう公園でオフロードバイクに挑戦！

鳥 の博 物 館

2017 年 6 月

●は本紙に情報掲載のある場所です

所

中相馬総鎮守天照神社合祀浅間神社
千葉県我孫子市中峠 1148

問 04-7188-0436

6/30（金）まで開催中！
詳しい内容は配布中のパンフレットをご覧ください。
パンフレットはアビシルベでも配布しております。
ぜひお立ち寄りください。
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夕方には屋台が立ち並び、地元の人々でにぎわいます。
※当日、周辺道路に交通規制がかかります。
詳しくは「広報あびこ 6/16 号」をご覧ください。

旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

→
田

成

「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

宮の森公園

佐

2

13：00 キックオフ

今季よりデザインを変更した 1st ユニフォームを身にまとった
新たなロケッツ戦士の姿が見られるチャンス！
大学選手権で優勝した新加入選手のプレーにも注目です。

布

〈水の館〉
道の駅
しょうなん

利根

湖北台中央公園

鳥の博物館

手賀沼

あびこラグビー day

MAP
浅間神社

JR 成田線

我孫子市役所
山階鳥類研究所
手賀沼親水広場

申込 問 白樺文学館 04-7185-2192

金

356
東我孫子

白樺文学館

北柏ふるさと公園

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

1

土

↑取
手

JR 常磐線 天王台

所 白樺文学館 1 階ピアノサロン

講師：吉安京子さん（公財）山階鳥類研究所保全研究室専門員

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
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
入館料：一般 300 円、高校・大学生 200 円、
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、
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 ＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円
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我孫子市民体育館：04-7187-1155

ＮＥＣ我孫子事業場
ラグビーグラウンド
ふれあい工房
←柏

定員：20 名（要電話予約）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

ツリスガラ

山階鳥類研究所が行っている鳥類標識調査での、その
場所：鳥の博物館 2 階多目的ホール
成果として重要な回収記録が出来るまでの苦労話と、定員：当日先着 50 名（申込不要）
その間に垣間見られる、こぼれ話をお届けします。
費用：無料（ただし入館料がかかります）

今年の夏は、家族と、友達と、恋人と！？
みんなで１日楽しめる利根川ゆうゆう公園へ行ってみよう！

問 利根川ゆうゆう公園に関するお問合せ

13：30 〜 14：15（13：15 開場）

＊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︒

利根川ゆうゆう公園でオフロードバイクに挑戦！

鳥 の博 物 館

2017 年 6 月

●は本紙に情報掲載のある場所です

所

中相馬総鎮守天照神社合祀浅間神社
千葉県我孫子市中峠 1148

問 04-7188-0436

6/30（金）まで開催中！
詳しい内容は配布中のパンフレットをご覧ください。
パンフレットはアビシルベでも配布しております。
ぜひお立ち寄りください。
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Vol.51（2017 年 6 月 10 日発行）

6/15（木）は千葉県民の日！

市民体育館
日時：6/15（木）9：00 〜 21：00
（6/1（木）〜窓口で要申請・先着順 º※テニスコートなど）
※野球場は対象外
場所：市民体育館 千葉県我孫子市古戸 696
問 ：04-7187-1155
水の館プラネタリウム
日時：6/15（木）10：00 〜 16：00（6 回上映、各回先着 50 人）
場所：水の館 千葉県我孫子市高野山新田 193
問 ：04-7184-0555

鳥の博物館
日時：6/15（木）9：30 〜 16：30
場所：鳥の博物館 千葉県我孫子市高野山 234-3
問 ：04-7185-2212
白樺文学館
日時：6/15（木）9：30 〜 16：30（入館は 16：00 まで）
場所：白樺文学館 千葉県我孫子市緑 2-11-8
問 ：04-7185-2192
杉村楚人冠記念館
日時：6/15（木）9：00 〜 16：30（入館は 16：00 まで）
場所：杉村楚人冠記念館 千葉県我孫子市緑 2-5-5
問 ：04-7182-8578

ミニ SL
日時：6/15（木）9：30 〜 12：00・13：00 〜 17：00
※荒天時中止
場所：手賀沼公園 ＪＲ我孫子駅南口より徒歩約 10 分
問 ：シルバー人材センター 04-7188-2204

上野
東京
品川

柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝

ふれあい工房
日時：6/13（火）〜 18（日）9：00 〜 17：00
対象：市内在住・在学・在勤の方（リサイクル教室は除く）
場所：ふれあい工房 千葉県我孫子市青山 450
問 ：04-7186-5500

常磐線

松戸
上野東京ライン

我孫子市の一部施設を無料開放します。

取手

我孫子

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

「アビシルベ」発行（月刊）

ジメジメをふっ飛ばせ！

レンタサイクル
日時：6/15（木）9：00 〜 17：00（貸し出しは 16：00 まで）
※荒天時中止
場所：サイクルパーク我孫子南、手賀沼公園、鳥の博物館、
道の駅しょうなん、北柏ふるさと公園、セブンパークアリオ柏
問 ：シルバー人材センター 04-7188-2204

チーバくんをさがせ！！in とうかつ

6/15（木）〜 8/31（木）

〜東葛飾地区の施設に隠れたチーバくんを探して、素敵な商品を当てよう！〜

豪華賞品

我孫子・柏・松戸・流山・野田・鎌ケ谷の６市内の各２施設に “文字” を持ったチーバくんが隠れています。
この “文字” を組み合わせてキーワードを完成させると、素敵な賞品が当たる抽選に応募できます。キーワー
ドは市ごとに異なり、全部で６市 ×２施設の 12 種類。完成させたキーワードの数に応じて、下記の豪華賞
品が当たります！ 詳しくは、６市内の各施設で配布するパンフレットをご覧ください。
※パンフレットはアビシルベでも配布予定！！！

利根川ゆうゆう公園

オフロードバイクコース

A 賞 チーバくん特製クオカード 5,000 円分 20 名様（全６種類のキーワードを完成させた方）
B 賞 各市の特産品 30 名様（４種類以上のキーワードを完成させた方）
C 賞 チーバくんグッズ詰め合わせ 40 名様（２種類以上のキーワードを完成させた方）
応募締切：9/15 日（金）必着
問 東葛飾地域振興事務所 047-361-2111

今後のスケジュール

最新情報はインターネットで！

6 / 5（月）12：00〜 6 /15（木）12：00

HomePage アビシルベ または abikoinfo

枯れないプランツ
＆フラワーアレンジ展

アビシルベ または @ABISHIRUBE

アビスト de Night☆ LIVE !

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

6 /17（土）・ 6 /18（日）10：00〜 16：00

枯れないプランツ
＆フラワーアレンジ販売
6 /18（日）

ライブ・オン・アビシルベ LIVE !
6 /20（火）13：00〜 7 / 2（日）12：00

み〜つけたツバメの巣 in 我孫子
懐かしの映画ポスター展第15弾
「西部劇映画ポスター展」
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アビプレ51号（2017年6月10日 発行）

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」

@abishirube または @ABISHIRUBE

6 /16（金）18：00〜

7 / 4（火）9：00〜 7 /17（月）17：00

特設ホームページ URL：http://urx2.nu/DCPt

●アビスト de Night ★
毎月多彩なゲストをお迎えして我孫子の
魅力あふれる情報をお伝えしています。
●我孫子の美味しい処
レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど
アビシルベのスタッフがご紹介します。
●イベント情報
イベントやお祭りのレポやプロモなど
●うなきちパラダイス
これを観れば振付けもバッチリ！

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

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

鳥の博物館テーマトーク（ロシアの繁殖地で撮影された作りかけの巣とツリスガラ）

あびこラグビー day

◆＜特集＞利根川ゆうゆう公園でオフロードバイクに挑戦！
◆鳥の博物館・白樺文学館イベント情報
◆あびこラグビー day
◆「第 2 回我孫子まちゼミ in 天王台 and 我孫子地区」好評開催中！
◆浅間神社祭礼
◆6/15（木）は千葉県民の日
・我孫子市の一部施設を無料開放
・記念行事「チーバくんをさがせ !! in とうかつ」
Go to next page

