4

22 あびこん新緑苗木フェア

土

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。
新年度初回特別企画「朗読とピアノの
コラボレーション」にて開催します。

23

日

14：00 〜 15：00

所 白樺文学館 1 階ピアノサロン
申込 問 白樺文学館

上野

杉 村楚人冠 記念館

講演会

所 布佐駅東口大通り（JR 布佐駅徒歩約 3 分）
問 布佐新緑まつり実行委員会 松島 090-1508-4620

「血脇守之助の生涯と功績」
現代の歯科医育成の基礎を作った歯科医学の功労者「血脇守之助」。
今年は没後 70 年に当たります。
杉村楚人冠記念館での展示に合わせ講演会を開催します。

講師：金子 譲 さん（東京歯科大学名誉教授）
所 生涯学習センターアビスタ ホール
千葉県我孫子市若松 26-4

（ＪＲ我孫子駅南口から徒歩 10 分 手賀沼公園内）

定員：100 名（予約不要・先着順）
参加無料
問 杉村楚人冠記念館

04-7182-8578

＊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
4/10（月）12：00〜 4/19（水）12：00まで

開催日〈予備日〉 開催時間
4月29日（土・祝） 10時〜16時
〈4月30日（日）〉
6月10日（土）
ほくほく北まつり
14時〜19時
〈なし〉
紫青睦〜
8月19日（土）
13時〜20時
天王台ふれあい夏祭り 〈なし〉
あびこカッパまつり

我孫子地区市民まつり 10月7日（土）
※

アビシルベまつり
4/30（日）12：00〜 5/5（金）12：00まで

あびこみるみる会 防災かるた展示
5/6（土）〜 5/18（木）

我孫子アートな散歩市ＰＲ展示
アビプレ49号（2017年4月10日 発行）

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

湖北駅北口周辺
天王台北口周辺

未定

我孫子南口駅前通り
けやきプラザ前広場
公園坂通り
天王台西公園
湖北駅南口周辺
未定

10月15日（日） 10時〜15時
湖北台中央公園
〈なし〉
11月5日（日）
布佐もみじまつり
10時〜15時
布佐駅東口大通り
〈なし〉
※開催時間・場所が決定次第、アビプレでもご案内させて頂きます！
我孫子市産業まつり

栃木市
マスコットキャラクター

とち介

佐倉・城下町 400 年記念
イメージキャラクター

カムロちゃん

千葉県
マスコットキャラクター

鎌ヶ谷市
マスコットキャラクター

チーバくん

かまたん

印西市
マスコットキャラクター

いんザイ君

ＪＲ東日本松戸地区
イメージキャラクター

まつなしくん

「あびこカッパまつり」
イメージキャラクター

あびかちゃん

応募期限：布佐もみじまつり開催日の 15 時まで
応募方法：応募用紙に必要事項を明記のうえ、各おまつり会場に設置した応募
用ポストに投函してください。
応募受付：各おまつり会場（おまつり開催時間内に限る）
抽
選：本年度は公開抽選を実施いたしません。後日、実行委員会で抽選を
行い、当選者の方にのみ当選通知を郵送いたします。
問 我孫子市役所 商業観光課 04-7185-1111（内線 505）

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

4/21（金）18：00〜

4/29（土・祝）

ABIKO

開催場所

天王台地区市民まつり 8月26日（土）
11時〜21時
〈8月27日（日）〉
9月24日（日）
ほくほくサンバ
9時30分〜17時
〈なし〉

@abishirube または @ABISHIRUBE

もうすぐアビシルベまつり！

成田

布佐駅東口大通り

8月26日（土）
10時10分
〈8月27日（日）〉 〜21時10分

アビシルベ または @ABISHIRUBE

4/22（土）12：00〜 4/28（金）15：00まで

成田線

対象のおまつりを 2 地区以上まわり、3 つ以上のスタンプを集めると
旅行券や市内商店が協賛する豪華賞品が当たります！
また、9 つのおまつりを全て回った方の中から抽選で１名様に、パーフェ
クト賞として手賀沼のうなきちさんぬいぐるみをプレゼント！
みなさま奮ってご参加ください！

我孫子市美術家協会ＰＲ展示

LIVE !

柏

おまつりスタンプラリー

おまつり名

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

品川

地元の商店の出店、フリーマーケット、地元小中学校の吹奏楽部による演奏、
かっぱ音頭の行進などイベント盛りだくさん！コーラの早飲みコンテストもあり！
（大人の部・子どもの部有、先着順で参加できます。
）
その他、布佐太子会の包丁研ぎやお花のプレゼント（先着順）
も開催します。ふさだだしおとうなきちさんも遊びにくるよ！

布佐新緑まつり

3 月 12 日の朗読・ピアノコラボ
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）「白樺サロンのひととき」ようす
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常磐線

松戸

我孫子

＝

〜花 〜

アビスト de Night☆

取手

東京

白 樺 文 学 館 白樺サロンのひととき 4

土 （13：30 開場）

布佐新緑まつり

10：00 〜 16：00
※荒天時翌日順延

所 あびこ農産物直売所「あびこん」千葉県我孫子市我孫子新田 9-1
問 TEL.04-7108-3171 〈営業時間 9:30 〜 17:00 年末年始のみ休業〉

4 22 14：00 〜

29

土・祝

Vol.49（2017 年 4 月 10 日発行）
上野東京ライン

10：00 〜 14：00
※荒天中止
苗のプロフェッショナル野菜農
家が育てた苗木を販売します！
びっくりするくらい収穫量が多
いのが売りです。
今回販売する苗木はトマト・な
す・きゅうり・ピーマン等夏野
菜が中心。この機会にぜひお買
い求めください！

4

第32回

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！

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」
布佐新緑まつり

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

あびこん新緑苗木フェア

白樺文学館

・アビシルベまつり
・あびこん新緑苗木フェア
・布佐新緑まつり
・白樺文学館イベント「白樺サロンのひととき〜花〜」
・杉村楚人冠記念館講演会「血脇守之助の生涯と功績」
・おまつりスタンプラリー
Go to next page

今年も開催！アビシルベまつり！市内外からゆるキャラたちがやってくる！
会場内をお散歩しているときは、気軽に声をかけてね♪
その他、お楽しみ盛りだくさん！ぜひ遊びに来てね！

Vol. 49

我孫子クイズラリーで
豪華景品をGET!

うなきちさんで
あそぼう！

会場を巡りながら
我孫子のご当地クイズに挑戦！
全４問に正解して、
ハズレ無しの抽選会に参加しよう！

アビイクオーレ会場では
うなきちさんを使った
体験イベントを開催します！

☆うなきちさんボディシール体験

◎参加用紙配布：10：00 〜
◎先着 500 名

うなきちさんボディシールをほっぺに、うでに貼り付けて
おまつりを盛り上げよう！ スタッフが水でお貼りします。
費用：一回 100 円 先着：200 枚

◎参加費無料

◎賞品：千葉県有名テーマパークペアチケット他、参加賞あり

とち介
佐倉・城下町 400 年記念
イメージキャラクター

カムロちゃん
こう見えて 400 歳。子どもらしい純粋さと 400 歳
のしたたかさを併せ持つ。好物は桜餅やお団子。
コンセプトは「ゆるキャラ以上、萌えキャラ未満」!?

いんザイ君
ＪＲ東日本松戸地区
イメージキャラクター

まつなしくん
名前の由来は、松戸市発祥の二十世紀梨から。
駅長さんになりたくて、お母さんに駅長服を
作ってもらいました。苦手なもの：毛虫

好奇心旺盛でいろいろなことに挑戦するの
が好き。食いしん坊でいたずら好きな面も。
横から見た姿が千葉県の形をしています！
千葉県マスコットキャラクター

チーバくん
ソノライフ
鎌ケ谷市マスコットキャラクター

かまたん
「ぼくは梨と野菜の妖精た〜ん !」
出身地：鎌ケ谷の畑
年齢：はく歳（白菜）
特技：むぎゅ〜ぅ＆ハグ

かわいいカッパの女の子。ダ ンスが得意！
特に河童音頭とカッパダンス。
「あびこカッパまつり」
イメージキャラクター

あびかちゃん
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
年齢不詳。趣味は手賀沼の湖畔でボーっと
すること。うなきちさんに触ると、なにかと
うなぎのぼりになるうな〜！

マーケット＆ワークショップコーナー

白樺文学館
杉村楚人冠記念館
鳥の博物館
ＰＲブース

我孫子が誇る３館の情報満載！ 一筆箋や
今話題の「白樺派のカレー」の販売もあり。

ganacchi 似顔絵

似顔絵を描いてもらおう！
どんな顔に仕上がるかな？

2

kasu mi

我孫子市手賀沼課
水の館プラネタリウム
ＰＲブース

リニューアルオープンする
水の館プラネタリウムを楽しくＰＲ！
本物の化石や隕石に触って大宇宙を体感しよう！

川村学園女子大学

学生発案のトマトジャムやピクルスを販売。
美味しいあびこ野菜を召し上がれ！

アトリエ・ド・フルール・ユール

お花の販売や、リースやスワッグを作れる
ワークショップなどを開催！
いつもの暮らしに華やかさをプラス！

ふるさと産品 &
うなきちさんグッズ販売ブース

我孫子市ふるさと産品とうなきちさんグッズを
販売します。我孫子のお土産にぜひどうぞ！

TZ
THE PIPI
♪鳥くん＆

9：50〜
10：00〜
10：40〜
11：10〜
11：20〜
11：40〜
12：10〜
12：20〜
13：00〜
13：10〜
13：30〜
13：45〜
14：00〜
14：40〜
15：20〜
15：40〜

オープニング
中央学院大学吹奏楽団
ゆるキャラたちがやってくる！
ローカルオーダー
ﬁfth
kasumi
市長挨拶
Y.O DANCE STUDIO
うなきちパラダイス
三令-mireiABBｙキッズ
LAMUダンスクラブ
三令-mirei
ソノライフ
♪鳥くん＆THE PIPITZ
三令-mirei- ゆるキャラ再登場！
ゆるキャラ○×クイズ〜エンディング

居酒屋 笑福

グルメ・ストリート

「印」の文字の印鑑がトレードマーク。ぴょこ
ぴょこ歩く姿がとってもかわいい！ しっぽの
先にはコスモスが咲いています！
印西市マスコットキャラクター

ゆるキャラたちが
やってくる！

いちご、ぶどう、じゃがいも入りやきそば、ラーメン、
そば、藤岡の「冷汁（ひやしる）」が好きな栃木市「ホッ
とあったか係長」。
みなさんに「ホッとあったか」をおとどけします！
栃木市マスコットキャラクター

☆うなきちさん缶バッジ製作体験

ステージイベント スケジュール

会場：けやきプラザ広場・アビイクオーレ・アビシルベ
問：アビシルベ 04-7100-0014 ※荒天中止

昨年 10 月から新しく我孫子
市ふるさと産品に加わった
「うなきち焼」のほか、うな
きち御前、うなきちセット
（うなぎおにぎり）等うなき
ちさん にちなんだメニュー
が盛りだくさん！

ＣＡＦＥ ＤＯＣＫ

うなきちさん の焼印
が入った看板メニュ
ー「うなきちのバー
ガ ー」はもちろん、
無添加の蒸しケーキ
もあります。

弥生軒

大人気の唐揚げそ
ばを駅から飛び出
し出張販売！
一度といわず何回
でも食べたい我孫
子の味です。

Pizza& パスタ La cotta 〜憩の場〜

我 孫 子産 野 菜 を
使用した石窯焼き
Pizza やパスタを
販 売。出 来 た て
熱々をどうぞ！

キッチンカー

2017 年 4 月

うなきちさんを好きな色にぬってスタッフにわたすと
その場で缶バッジにしてもらえます！
自分だけのうなきちさんバッジをＧＥＴしよう！
費用：50 円 先着：200 個

☆駅長服を着てみよう
☆白バイ・パトカー体験乗車

対象：小学生以下

費用：無料

費用：無料

インドカレー ハリオン

異国情緒たっぷりのスパ
イシーなカレーはもちろ
ん、ナ ン、チ ーズ ナ ン、
インドの 揚 げ 餃 子 サモ
サ、タンドリーチキンな
ど食欲をそそるメニュー
がいっぱい！

喜久屋秀峰

欧風酒房カンティーナ

「あびわんグランプリ 2016」
の優勝店舗が登場！
絶品揚げニョッキを是非ご
賞味ください。

ブンカ・ドー

我孫子駅近くにある地
元で人気のパン屋さん。
たまごケーキやプチケ
ーキ、コロッケバーガ
ーなどを販売します。

この時期ならではのかしわ
餅 や、お 団 子、お 赤 飯、
幕の内弁当が楽しめます。

有限会社 松山

吉岡茶房

渇いたのどをスッキリ潤す、
清涼飲料水を販売します。

日光の冬が育んだ天然
氷を使ったふわふわか
き氷！シロップにもこだ
わっています。
焙煎したて、挽きたて、
入れたてのコーヒーも
おススメです。

Corona

美食倶楽部

宇宙一甘い！！マルタニ醤油
や きそば を提 供！そ の 他、
チョコバナナやクレープ、わ
たあめなどおまつり定番メ
ニューがあります。

中華屋台料理を
販 売！ 熱 々の 焼
き小 龍 包 や、油
淋 鶏、中 国 風ク
レープ等ちょっと
した旅行気分が
味わえます。

Café yori-michi

話題の九十九里産小はまぐ
りを使った焼きそばや、ト
ッピング豊富なスティック
パンケーキを販売。
ドリップコーヒーもどうぞ！

フリースタイル

みんな大好きクレープの
キッチンカー！
何 を 包 んで もらおうか、
わくわくします。
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22 あびこん新緑苗木フェア

土

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。
新年度初回特別企画「朗読とピアノの
コラボレーション」にて開催します。

23

日

14：00 〜 15：00

所 白樺文学館 1 階ピアノサロン
申込 問 白樺文学館

上野

杉 村楚人冠 記念館

講演会

所 布佐駅東口大通り（JR 布佐駅徒歩約 3 分）
問 布佐新緑まつり実行委員会 松島 090-1508-4620

「血脇守之助の生涯と功績」
現代の歯科医育成の基礎を作った歯科医学の功労者「血脇守之助」。
今年は没後 70 年に当たります。
杉村楚人冠記念館での展示に合わせ講演会を開催します。

講師：金子 譲 さん（東京歯科大学名誉教授）
所 生涯学習センターアビスタ ホール
千葉県我孫子市若松 26-4

（ＪＲ我孫子駅南口から徒歩 10 分 手賀沼公園内）

定員：100 名（予約不要・先着順）
参加無料
問 杉村楚人冠記念館

04-7182-8578

＊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
4/10（月）12：00〜 4/19（水）12：00まで

開催日〈予備日〉 開催時間
4月29日（土・祝） 10時〜16時
〈4月30日（日）〉
6月10日（土）
ほくほく北まつり
14時〜19時
〈なし〉
紫青睦〜
8月19日（土）
13時〜20時
天王台ふれあい夏祭り 〈なし〉
あびこカッパまつり

我孫子地区市民まつり 10月7日（土）
※

アビシルベまつり
4/30（日）12：00〜 5/5（金）12：00まで

あびこみるみる会 防災かるた展示
5/6（土）〜 5/18（木）

我孫子アートな散歩市ＰＲ展示
アビプレ49号（2017年4月10日 発行）
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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

湖北駅北口周辺
天王台北口周辺

未定

我孫子南口駅前通り
けやきプラザ前広場
公園坂通り
天王台西公園
湖北駅南口周辺
未定

10月15日（日） 10時〜15時
湖北台中央公園
〈なし〉
11月5日（日）
布佐もみじまつり
10時〜15時
布佐駅東口大通り
〈なし〉
※開催時間・場所が決定次第、アビプレでもご案内させて頂きます！
我孫子市産業まつり

栃木市
マスコットキャラクター

とち介

佐倉・城下町 400 年記念
イメージキャラクター

カムロちゃん

千葉県
マスコットキャラクター

鎌ヶ谷市
マスコットキャラクター

チーバくん

かまたん

印西市
マスコットキャラクター

いんザイ君

ＪＲ東日本松戸地区
イメージキャラクター

まつなしくん

「あびこカッパまつり」
イメージキャラクター

あびかちゃん

応募期限：布佐もみじまつり開催日の 15 時まで
応募方法：応募用紙に必要事項を明記のうえ、各おまつり会場に設置した応募
用ポストに投函してください。
応募受付：各おまつり会場（おまつり開催時間内に限る）
抽
選：本年度は公開抽選を実施いたしません。後日、実行委員会で抽選を
行い、当選者の方にのみ当選通知を郵送いたします。
問 我孫子市役所 商業観光課 04-7185-1111（内線 505）

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

4/21（金）18：00〜

4/29（土・祝）

ABIKO

開催場所

天王台地区市民まつり 8月26日（土）
11時〜21時
〈8月27日（日）〉
9月24日（日）
ほくほくサンバ
9時30分〜17時
〈なし〉

@abishirube または @ABISHIRUBE

もうすぐアビシルベまつり！

成田

布佐駅東口大通り

8月26日（土）
10時10分
〈8月27日（日）〉 〜21時10分

アビシルベ または @ABISHIRUBE

4/22（土）12：00〜 4/28（金）15：00まで

成田線

対象のおまつりを 2 地区以上まわり、3 つ以上のスタンプを集めると
旅行券や市内商店が協賛する豪華賞品が当たります！
また、9 つのおまつりを全て回った方の中から抽選で１名様に、パーフェ
クト賞として手賀沼のうなきちさんぬいぐるみをプレゼント！
みなさま奮ってご参加ください！

我孫子市美術家協会ＰＲ展示

LIVE !

柏

おまつりスタンプラリー

おまつり名

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

品川

地元の商店の出店、フリーマーケット、地元小中学校の吹奏楽部による演奏、
かっぱ音頭の行進などイベント盛りだくさん！コーラの早飲みコンテストもあり！
（大人の部・子どもの部有、先着順で参加できます。
）
その他、布佐太子会の包丁研ぎやお花のプレゼント（先着順）
も開催します。ふさだだしおとうなきちさんも遊びにくるよ！

布佐新緑まつり

3 月 12 日の朗読・ピアノコラボ
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）「白樺サロンのひととき」ようす

4

常磐線

松戸

我孫子

＝

〜花 〜

アビスト de Night☆

取手

東京

白 樺 文 学 館 白樺サロンのひととき 4

土 （13：30 開場）

布佐新緑まつり

10：00 〜 16：00
※荒天時翌日順延

所 あびこ農産物直売所「あびこん」千葉県我孫子市我孫子新田 9-1
問 TEL.04-7108-3171 〈営業時間 9:30 〜 17:00 年末年始のみ休業〉

4 22 14：00 〜

29

土・祝

Vol.49（2017 年 4 月 10 日発行）
上野東京ライン

10：00 〜 14：00
※荒天中止
苗のプロフェッショナル野菜農
家が育てた苗木を販売します！
びっくりするくらい収穫量が多
いのが売りです。
今回販売する苗木はトマト・な
す・きゅうり・ピーマン等夏野
菜が中心。この機会にぜひお買
い求めください！

4

第32回

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！

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」
布佐新緑まつり

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

あびこん新緑苗木フェア

白樺文学館

・アビシルベまつり
・あびこん新緑苗木フェア
・布佐新緑まつり
・白樺文学館イベント「白樺サロンのひととき〜花〜」
・杉村楚人冠記念館講演会「血脇守之助の生涯と功績」
・おまつりスタンプラリー
Go to next page

