鳥 の博 物 館
手賀沼周辺の
自然観察会

10：00 〜 12：00 中心に深く知ってみましょう。

6

10

土

10：00 〜 12：00
鳥にはなぜ羽毛があるの？ どうして虫は小さいの？
など、生き物のデザインに注目し、その形の不思議
を探ります。

松戸
上野

おまつり
スタンプラリー
対象

東京
品川

（（公財）山階鳥類研究所副所長）

13：30 〜 14：15（13：15 開場）
講師：浅井芝樹さん

10「その学名でいいのか？
−日本鳥類目録第 7 版を評価する−」

（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

＊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︒

杉村楚人冠記念館テーマ展示

「教科書にのった楚人冠」
5 月 20 日（土）〜 7 月 9 日（日）

5/19（金）18：00〜

アビスト de Night☆

LIVE !

5/22（月）13：00〜6/2（金）12：00まで

フラロハPR展示
6/5（月）〜6/15（木）12：00まで

プリザーブドフラワー展
アビプレ50号（2017年5月10日 発行）

湖北の市やフリーマーケット、各種出店を楽しみながら
フィナーレのビンゴ大会まで、和太鼓、フラダンスやベリー
ダンス、路上ダンスパフォーマンス、園児や高校生バンド、
河童音頭など、地域各世代の日頃の修練の成果に出会え
ます。親子で楽しめる参加型スポーツイベントも。
所

ABIKO
CHIBA

吹き抜ける風。新緑の手賀沼。
グランドオープン！

ＪＲ成田線湖北駅北口周辺

問 ほくほく北まつり実行委員会 090-2625-6529（川村）

〜緑 〜

6/3（土）

朗読のひととき

5

〜 白樺派を知る⑤ 〜

28

日

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。
5 月は「緑」をテーマにお送りします。

14：00 〜 15：00

5 月の朗読のひとときは白樺派を知
る第 5 弾として「白樺 派と美 術」
をテーマに開催します。市民スタッ
フによる朗読と、学芸員のトークを
お楽しみください。

所 白樺文学館 地階音楽室

米舞亭オープンデッキ

竜馬四重奏

手賀沼親水広場「水の館」

所 白樺文学館 1 階ピアノサロン
申込 問 白樺文学館 04-7185-2192
定員：先着 20 名（要電話予約）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

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
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

「我孫子アートな散歩市」PR展示

成田

「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

14：00 〜 15：00

※5/16（火）から 19 日（金）まで
は臨時休館になります。

5/6（土）〜5/18（木）16：30まで
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成田線

我孫子インフォメーションセンター

白樺サロンのひととき

日

大正末期から昭和初期に旧制中
学校や高等女学校で使われてい
た教科書の実物を展示。
当時の人たちが教科書でどんな
文章を読んでいたのか、杉村楚
人冠の作品を例に紹介します。

今後のスケジュール

5

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

白樺文学館

杉 村楚人冠 記念館

我孫子

＝

13：30 〜 14：15（13：15 開場）
います。その最新の状況を学んでなぜ保
講師：尾崎清明さん
護が必要なのか考えてみましょう。

土

取手
常磐線

14：00 〜 19：00
荒天中止／中止でもビンゴ大会は同日実施

場所：2 階多目的ホール／定員：当日先着 50 人（申込不要）
費用：無料（ただし入館料がかかります）

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
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

4

土

「生き物のカタチとデザイン」

Vol.50（2017 年 5 月 10 日発行）

10 ほくほく北まつり

世界の鳥類の 14％が絶滅の恐れがあり、
「なぜアホウドリや
13 トキを保護するの？」日本でもアホウドリやトキ、ヤンバルクイ
ナなどの数が減って保護活動が行われて

土

6

13

6

上野東京ライン

てがたん

5

「鳥の子育て」鳥の子育てについて巣や卵を

土

集合：鳥の博物館玄関前
申込：不要／雨天中止
費用：保険料として 100 円
（高校生以上）
テーマトーク

5

HULALOHA ELUA

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
『白樺』1 巻 8 号 ロダン特集号
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

最新情報はインターネットで！
HomePage アビシルベ または abikoinfo

アビシルベ または @ABISHIRUBE

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
abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

●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

Enjoy 手賀沼！

テガヌマンクート

我孫子アートな散歩市

ほくほく北まつり

・手賀沼親水広場「水の館」グランドオープン！
・Enjoy 手賀沼！ 2017
・第 17 回我孫子アートな散歩市
・HULALOHA ELUA
・ほくほく北まつり
・鳥の博物館 ・杉村楚人冠記念館 ・白樺文学館
Go to next page

Vol. 50

手賀沼親水広場「水の館」
6.3 土 グランドオープン！

水の館
えんじょい てがぬま

5

2017

14

日
手賀沼を一望できる「水の館」は、このたび館内をリニューアルしました。
手賀沼に関する展示のほか、プラネタリウムはデジタル式を導入しプログラムを一新！
農産物直売所と地元産新鮮食材を生かしたレストランを新設し、
水・鳥・人の賑わう我孫子市の新しい交流拠点として生まれ変わります！
所

詳細はWEBで http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/

手賀沼親水広場 水の館

9：00 〜 15：30

千葉県我孫子市高野山新田 193

所

問 我孫子市農政課 04-7185-1481
我孫子市手賀沼課 04-7185-1484

6

3

土

6

4

日

9：30 記念式典
11：00〜15：00 ステージイベント

10：00〜15：00 ステージイベント
19：00 星の観望会（予約制）

まいまいてい

あびこ農産物直売所あびこん

旬菜厨房 米舞亭

式典終了後（10:30 頃）オープン

11:00 オープン

ステージイベント

Enjoy 手賀沼！ は、風薫る５月の第２日曜に
一人ひとりが手賀沼とのかかわりを感じながら

ヴァイオリン、津軽三味線、篠笛、鼓、
刀を伝統楽器に持ち替えた現代の侍
今の日本を表現する古くて新しいユニット

小惑星探査機「はやぶさ」の模型

☆5 月 14 日（日）入館無料

ボイジャー・ゴールデンレコード（レプリカ）の展示

隕石、恐竜の化石の展示

☆リニューアル後の水の館は……

第十七回 我孫子アートな散歩市
5/6（土）〜 6/4（日）

地元飲食店によるフードブース

〈農業拠点施設〉

物や水環境の水質保全啓発活動、手

１階…「あびこ農産物直売所あびこん」市内

賀沼周辺で行われるイベントなどを随

農家が経営を担い、安 全・安心 な地

時紹介します。

元農産物をお買い求めいただけます。

２階…「手賀沼学習コーナー」手賀沼の歴史

「旬菜厨房 米舞亭」オープンデッキを

や水質保全のあゆみなどを学べ、市内

併設した米舞亭では、有名テレビ番組

で出土した土器のレプリカに実際に触

に出演経験のあるシェフが腕を振るい

れることができます。

“和” と “健康” をテーマとした地元の
新鮮食材を使った優しい味を、手賀沼

３階…「研修室」と「プラネタリウム」に加え、

の美しい眺望とともにお楽しみいただ

打合せや学習などに使える「市民活動
米舞亭オープンデッキ

けます。

HULALOHA ELUA
3 フラロハ
エルア

土
所

手賀沼公園

ＪＲ我孫子駅南口より徒歩８分
問 フラロハエルア事務局
info@lilikoi-market.com

取り揃えています。

１階…「手賀沼ステーション」手賀沼の生き

6

10：00 〜 17：30 観覧無料
荒天翌日順延 両日荒天中止

研修室には手賀沼に関する様々な本を

〈水環境保全啓発施設〉

2

時 間：9：00 〜 12：00（8：30 より受付開始）
コース：1 時間コース（9：15 〜 10：30）／ 2 時間コース（9：15 〜 11：30）
定 員：100 名（申込不要）※小学生低学年は保護者同伴
費 用：無料
※雨天の場合は博物館見学会を実施します。
10：00 〜 11：00（受付 9：30 〜）博物館入口集合

時間：10：30 〜 12：00、13：30 〜 15：30
場所：2 階多目的ホール
定員：材料が無くなり次第終了
※小学生以下は保護者同伴

環境レンジャー・手賀沼流域フォーラムによる「手賀沼の生きもののにぎわいコーナー」

コーナー」と「ミニギャラリー」があり、

バードウィークにちなみ、手賀沼遊歩道をめぐる探鳥会を行います。小グループ
に分かれ、それぞれに我孫子野鳥を守る会のベテランリーダーが付き、見つけた
鳥の解説をします。「これからバードウォッチングを始めたい」という方にぴった
りです。ご家族連れも大歓迎です。

和紙や針金を使ってカラフルな鳥の羽を作ります。
6 / 3（土）11：00 〈オープンデッキ〉
午後２回〈プラネタリウム〉

とん汁サービス
※お椀・お箸をご持参の方、無料！

「バードウィーク手賀沼探鳥会」in Enjoy 手賀沼！

楽しく一日を過ごすイベントです。

鳥 の博 物 館

ふじおか のりこ

司会は藤岡範子だヨ

【我孫子駅〜手賀沼公園〜親水広場〜天王台駅】の移動には《阪東バス》が便利です。
【手賀沼公園〜親水広場】は《水上バス》も利用できます。

「和紙で鳥の羽を作ろう」

ixie
HAPPY D
か
吹奏楽 ほ

プラネタリウム上映

手賀沼親水広場

雨天決行

（一部中止・変更あり）

かお

E STUDIO
Y.O DANC
i三令-mire
ソノライフ

両日

入場無料

問 我孫子市 手賀沼課 TEL.04-7185-1111（内 26-467）
〈前日・当日〉TEL.080-7962-5074

オープニングイベント

2017 年 5 月

旧村川別荘母屋和室にて
企画：中津川督章

もみじの丘（島久別荘跡）
にて音楽散歩

「我孫子アートな散歩市」はアートをめぐる「市」です。美術
や工芸品の販売はもちろん、音楽イベントや史跡、公園での
美術展など様々な催しでプログラムされ、アートによる我孫子
の再発見と、地域の人々の交流をめざしています。
やすらぎや癒しを与えてくれる景観〜ヒーリングランドスケー
プ〜を備えたこの街でアートを巡る散歩をお楽しみください。
詳しくは配布中のパンフレットをご覧ください。
問 総合案内「アビシルベ」04-7100-0014

・出演

茨城ゴールデンゴールズ HULA
フラチーム
チーム
市内外のフラガール（総勢約６００人）
・スペシャルゲスト ＫaPilina（カピリナ）
・出店 ハワイアン関係ショップ、飲食店
※出演者及びイベント内容、出店は、都合により
中止・変更になる場合があります。
昨年も大盛況だった「ＨＵＬＡＬＯＨＡ（フラロハ）」を、今年も開催いたします。
会場入り口の「ウェルカムステージ」では華やかなフラで皆さんをお出迎え！
飲食店・ハワイアンショップの出店もあり、ハワイのスワップミートに来たようです。
手賀沼の水と緑をバックにした南国ハワイをも彷彿させるロケーションのもと、
我孫子でハワイアンな 1 日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

3

鳥 の博 物 館
手賀沼周辺の
自然観察会

10：00 〜 12：00 中心に深く知ってみましょう。

6

10

土

10：00 〜 12：00
鳥にはなぜ羽毛があるの？ どうして虫は小さいの？
など、生き物のデザインに注目し、その形の不思議
を探ります。

松戸
上野

おまつり
スタンプラリー
対象

東京
品川

（（公財）山階鳥類研究所副所長）

13：30 〜 14：15（13：15 開場）
講師：浅井芝樹さん

10「その学名でいいのか？
−日本鳥類目録第 7 版を評価する−」

（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

＊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︒

杉村楚人冠記念館テーマ展示

「教科書にのった楚人冠」
5 月 20 日（土）〜 7 月 9 日（日）

5/19（金）18：00〜

アビスト de Night☆

LIVE !

5/22（月）13：00〜6/2（金）12：00まで

フラロハPR展示
6/5（月）〜6/15（木）12：00まで

プリザーブドフラワー展
アビプレ50号（2017年5月10日 発行）

湖北の市やフリーマーケット、各種出店を楽しみながら
フィナーレのビンゴ大会まで、和太鼓、フラダンスやベリー
ダンス、路上ダンスパフォーマンス、園児や高校生バンド、
河童音頭など、地域各世代の日頃の修練の成果に出会え
ます。親子で楽しめる参加型スポーツイベントも。
所

ABIKO
CHIBA

吹き抜ける風。新緑の手賀沼。
グランドオープン！

ＪＲ成田線湖北駅北口周辺

問 ほくほく北まつり実行委員会 090-2625-6529（川村）

〜緑 〜

6/3（土）

朗読のひととき

5

〜 白樺派を知る⑤ 〜

28

日

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。
5 月は「緑」をテーマにお送りします。

14：00 〜 15：00

5 月の朗読のひとときは白樺派を知
る第 5 弾として「白樺 派と美 術」
をテーマに開催します。市民スタッ
フによる朗読と、学芸員のトークを
お楽しみください。

所 白樺文学館 地階音楽室

米舞亭オープンデッキ

竜馬四重奏

手賀沼親水広場「水の館」

所 白樺文学館 1 階ピアノサロン
申込 問 白樺文学館 04-7185-2192
定員：先着 20 名（要電話予約）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

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
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

「我孫子アートな散歩市」PR展示

成田

「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

14：00 〜 15：00

※5/16（火）から 19 日（金）まで
は臨時休館になります。

5/6（土）〜5/18（木）16：30まで
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成田線

我孫子インフォメーションセンター

白樺サロンのひととき

日

大正末期から昭和初期に旧制中
学校や高等女学校で使われてい
た教科書の実物を展示。
当時の人たちが教科書でどんな
文章を読んでいたのか、杉村楚
人冠の作品を例に紹介します。

今後のスケジュール

5

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

白樺文学館

杉 村楚人冠 記念館

我孫子

＝

13：30 〜 14：15（13：15 開場）
います。その最新の状況を学んでなぜ保
講師：尾崎清明さん
護が必要なのか考えてみましょう。

土

取手
常磐線

14：00 〜 19：00
荒天中止／中止でもビンゴ大会は同日実施

場所：2 階多目的ホール／定員：当日先着 50 人（申込不要）
費用：無料（ただし入館料がかかります）

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
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

4

土

「生き物のカタチとデザイン」

Vol.50（2017 年 5 月 10 日発行）

10 ほくほく北まつり

世界の鳥類の 14％が絶滅の恐れがあり、
「なぜアホウドリや
13 トキを保護するの？」日本でもアホウドリやトキ、ヤンバルクイ
ナなどの数が減って保護活動が行われて

土

6

13

6

上野東京ライン

てがたん

5

「鳥の子育て」鳥の子育てについて巣や卵を

土

集合：鳥の博物館玄関前
申込：不要／雨天中止
費用：保険料として 100 円
（高校生以上）
テーマトーク

5

HULALOHA ELUA

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
『白樺』1 巻 8 号 ロダン特集号
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

最新情報はインターネットで！
HomePage アビシルベ または abikoinfo

アビシルベ または @ABISHIRUBE

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
abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

●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

Enjoy 手賀沼！

テガヌマンクート

我孫子アートな散歩市

ほくほく北まつり

・手賀沼親水広場「水の館」グランドオープン！
・Enjoy 手賀沼！ 2017
・第 17 回我孫子アートな散歩市
・HULALOHA ELUA
・ほくほく北まつり
・鳥の博物館 ・杉村楚人冠記念館 ・白樺文学館
Go to next page

