杉 村楚人冠 記念館
テーマ展示
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19

日

3 月 5 日（日）まで

我孫子地区の街なみの変遷を地図、写真、
そして昔懐かしい商店のお得意様への御挨
拶用の手拭いで振り返ります。
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2 月 16 日 予約受付開始！

①10 時から ②11 時から ③13 時から
茶席と展示解説で所要 60 分

④14 時から

常磐線

松戸

昭和 12 年建築の離れの茶室、「清接庵」で我孫子高校茶道部
が皆様をおもてなし。郷土の偉人血脇守之助を紹介する企画展
の解説付きです。春の楚人冠邸を楽しみにお越しください。

上野
東京

定員：80 人（各回 20 人、先着順） 要予約／参加費：杉村楚人冠記念館入館料 300 円 文化財保存基金 100 円
3 館共通券ご利用の方も文化財保存基金への募金で参加できます 申込方法：受付窓口または電話にて

品川

11

土

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

フキノトウ
10：00 〜 12：00
木々の芽や花、鳥のさえずりを聴いて、
春のひとときを楽しみましょう。
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土

テーマトーク

「毎日運行する漁船で営巣したツバメ」

定員：先着 50 名／参加費：無料（ただし入館料がかかります）

20

月・祝

あびこ
自然観察隊

手賀沼のうなきちさん

我孫子の春を迎えに行こう

（NPO 法人バードリサーチ代表）

ふだんは人家に巣をつくるツバメが、毎日運行する漁船に営巣した
事例についてご紹介します。

3

我孫子市マスコットキャラクター

13：30 〜 15：00
場所：２階多目的ホール

日本では、どんな鳥が繁殖しているので
しょう？ その数は減っているのでしょ
うか？ そんな疑問に答えるための「全
国鳥類繁殖分布調査」が 2016 年から 5
年間の予定で始まりました。多くの市民
調査員が参加することで、全国約 2,300
か所もの地点で調査が行われます。こ
の調査で分かること、1 年目の調査が終
わって分かってきたこと、私たちに協力
できることなどをお話しいただきます。

13：30 〜 14：15（13：15 開場）／場所：2 階多目的ホール
講師：平岡考さん（公財 山階鳥類研究所 自然誌研究室専門員）

「春の谷津田観察会」

谷津田の春に見られる生き物を観察してみましょう。

集合：午前 9 時 30 分までに東我孫子駅にて受付（雨天中止）
申込み：要電話申込み、3/1 受付開始／参加費：100 円（中学生以下無料）
観察会の風景
定員：30 名（小学 4 年生以下は保護者同伴）

CHIBA

「アビシルベ」発行（月刊）

土
講師：植田睦之さん

集合：鳥の博物館玄関前（雨天中止）／申込み：不要／参加費：保険料として 100 円（高校生以上）
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18

ABIKO

我孫子インフォメーションセンター

「日本の鳥の今を描く
全国鳥類繁殖分布調査」
2

成田

＝

3

鳥博セミナー

成田線

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

開館 9:00 〜 16:30（入館は 16:00 まで） 休館 月曜／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

鳥 の 博 物 館 「春をさがそう」

取手

我孫子

上野東京ライン

「なつかし！
我孫子の街なみ展」開催中

清接庵茶会

定員：50 名（先着順・要申込み）

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／＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

白 樺文 学 館

日

12 白樺サロンのひととき

朗読のひととき
〜白樺派を知る④〜

14 時〜 1 時間程度／場所：地階音楽室
2 月の朗読のひとときは「白樺
派を知る④」をテーマに開催し
ます。第 4 弾は武者小路実篤
について取り上げます。多彩な
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。 武者小路実篤肖像

〜旅〜

日

26

14 時〜 1 時間程度／場所：1 階ピアノサロン
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。今
回は「旅」がテーマです。
白樺サロンのひとときの様子

3

12 白樺サロンのひととき

〜春〜

日

14 時〜 1 時間程度／場所： 1 階ピアノサロン
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。今回は特別企画
「朗読とピアノのコラボレーション」にて「春」
をテーマに開催します。

各イベント 定員：20 名（先着順・要電話予約）費用：無料（ただし入館料がかかります）
問合せ、お申し込みは白樺文学館まで。

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

今後のスケジュール

最新情報はインターネットで！

2/ 8（水）12：00 〜 2/14（火）16：00

HomePage アビシルベ または abikoinfo

平成28年度手賀沼ポスターコンクール
入選作品展示会
2/17（金）18：00〜

アビスト de Night☆

LIVE !

2/19（日）

ひなまつり記念
「お内裏様やお雛様になって
写真を撮ろう」
2/22（水）〜 3/ 6（月）

ひなまつりの折り紙展示
3/ 8（水）13：00 〜 3/12（日）12：00まで

我孫子東高校つまようじアート展示
4

アビプレ47号（2017年2月10日 発行）

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

＊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︒

2

2

atelier de ﬂeur jul

我孫子フラワーセンター

旧村川別荘「ひなのまつり」

アビシルベ「ひなまつりの折り紙展」

湖北フラワーセンター

・春を先取り！フラワーショップ特集
・旧村川別荘「ひなのまつり」
・アビシルベ「ひなまつりの折り紙展示」
・今年も開催！「ふるさと産品まつり」
・我孫子市三館イベント情報
杉村楚人冠記念館（テーマ展示・清接庵茶会）

杉村楚人冠記念館「清接庵」

鳥の博物館（てがたん・テーマトーク・鳥博セミナー・あびこ自然観察隊）
白樺文学館（白樺サロン・朗読のひととき）

Go to next page
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旧村川別荘

ひなのまつり

有限会社
我孫子フラワーセンター

アトリエ・ド・フルール・ユール

グリーンを使ったスワッグ

湖北フラワーセンター

所

アレンジメント
2,160 円

旧村川別荘

千葉県我孫子市寿 2 丁目 27-9

問 我孫子市教育委員会

アビシルベ

ヨーロッパ老舗
メーカーなどの
こだわりの
リボン

9：00 〜 16：00

大正時代に建てられた旧村川別荘（市指定文化財）において、今
年で８回目となる「ひなのまつり」を開催します。
定番の雛壇飾りや色鮮やかな「つるしびな」をはじめ、今年はク
ルミやドングリなど自然のものを利用した “小さなおひなさま” も登場。
“ひなまつり” を華やかに演出します。
昔の面影や佇まいが残る旧村川別荘で、心温まるひなまつりを見て
みませんか。可愛らしいおひなさまがお待ちしています。

卒業・入学式シーズンが近づくこの時期、準備のためお花屋さんを探している方も多いのでは？
もちろん自宅にお花を飾りたい方も必見です！

atelier de ﬂeur jul

2 月 21 日（火）〜 3 月 5 日（日）

2017 年 2 月

文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1583

費用：無料（申込み不要）
※月曜休館。午後４時で閉館するため、少し早めにご来荘ください。
※駐車場はありません。我孫子駅南口発の阪東バスをご利用ください。

ひなまつりの折り紙 展 示

2 月 22 日（水）〜 3 月 6 日（月）

ミニブーケ
540 円

てがのやから
覗いた様子

ミニブーケ
324 円

まぐろ・乾物専門店「てがのや」プロデュー
スのフラワーショップ。
パリのアトリエをイメージしたお洒落な店内に
は、アンティークカラーのこだわりのお花が並
びます。季節のリースやスワッグ等常時オー
ダーを受付中。
ブーケ・アレンジメントも予算に応じてお作り
します。

「贈って喜ばれる」をモットーに季節感を大事
にした生花・花鉢を取り揃えているお店。
生花は一本からでも購入可能。ブーケやアレン
ジメントも予算に合わせてイメージを大事に
作って頂けます。（アレンジメントのみ 2,160
円〜）
御祝用の鉢植え洋蘭もあり、葬儀用生花、祭
壇なども相談できます。
※価格はすべて税込

色とりどりの花々が迎えてくれるお店。予算に
応じてブーケやアレンジを作ってくれます。
「お客様に喜んでもらえるのが一番！」を掲げ、
鉢植えの蘭から切り花、プリザーブドフラワー
のアレンジまで幅広いニーズに応える品ぞろえ
が魅力です。
これからの時期はスイートピー
やバラなど、色も香りも良い
お花がおすすめだそうです。

所

アビシルベ

千葉県我孫子市本町 2-2-6

問 Tel.04-7100-0014

鮮やかな千代紙で折られたひな飾りの展示を行います。
ひとつひとつ手折りされた、繊細かつ優雅な折り紙の世界をお楽しみください。

第３回
3

※価格はすべて税込
千葉県我孫子市若松 149-5

千葉県我孫子市天王台１-１-29

千葉県我孫子市湖北台 1-13-22

問：04-7157-3130

問：04-7183-0884

問：04-7188-4489

営：10：00 〜 17：00

営：10：00 〜 19：00

営：9：30 〜 19：00

休：日曜日（土曜 / 予約制）

休：木曜

休：年始（年によって変動あり）

駐車場：3 台有

駐車場：なし

駐車場：なし

5

日

10：00 〜 16：00

↑取
手

我孫子市ふるさと産品の販売はもちろん、出来立て熱々
のうなきち焼きや唐揚げそばも食べられますよ！
ミニセミナーや体験コーナーも充実しています。

MAP
古利根沼

イトーヨーカドー
あびこショッピングプラザ
←柏

JR 常磐線 天王台

我孫子

白樺文学館

アビスタ

356

ミニセミナー

新木

湖北台中央公園
布佐市民の森
手賀沼遊歩道
手賀沼フィッシングセンター

竹内神社

佐

→

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

旧井上家住宅

宮の森公園

布

しょうなん

2

湖北

湖北フラワーセンター

鳥の博物館

手賀沼

川

湖北地区公民館

JR 成田線

我孫子市役所
山階鳥類研究所
手賀沼親水広場

atelier de ﬂeur jul 道の駅

我孫子フラワーセンター
東我孫子

旧村川別荘

あびこん

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ
アビイクオーレ

利根

●は本紙に情報掲載のある場所です

当日、ふるさと産品をお買い上げいただいた方は、
ハズレ無しの抽選会に参加できます！
所 アビイクオーレ１F エントランス 千葉県我孫子市本町 3-2-28
（イトーヨーカドー我孫子南口店）JR 常磐線我孫子駅南口徒歩 1 分
問 我孫子市商工会 Tel.04-7182-3131

13：00 〜 14：00

焙煎職人鈴木さんによる「心と体に優しいコーヒーの楽しみ方」
体験コーナー （各回人数に制限がある場合がございます）

・お琴の演奏体験 10：00 〜 11：00
・ハンカチの友禅染体験 11：30 〜 12：30
・うなきちさんのねりきり細工体験 14：30 〜 15：30
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営：9：30 〜 19：00

休：日曜日（土曜 / 予約制）

休：木曜

休：年始（年によって変動あり）

駐車場：3 台有

駐車場：なし

駐車場：なし

5

日

10：00 〜 16：00

↑取
手

我孫子市ふるさと産品の販売はもちろん、出来立て熱々
のうなきち焼きや唐揚げそばも食べられますよ！
ミニセミナーや体験コーナーも充実しています。

MAP
古利根沼

イトーヨーカドー
あびこショッピングプラザ
←柏

JR 常磐線 天王台

我孫子

白樺文学館

アビスタ

356

ミニセミナー

新木

湖北台中央公園
布佐市民の森
手賀沼遊歩道
手賀沼フィッシングセンター

竹内神社

佐

→

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

旧井上家住宅

宮の森公園

布

しょうなん

2

湖北

湖北フラワーセンター

鳥の博物館

手賀沼

川

湖北地区公民館

JR 成田線

我孫子市役所
山階鳥類研究所
手賀沼親水広場

atelier de ﬂeur jul 道の駅

我孫子フラワーセンター
東我孫子

旧村川別荘

あびこん

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ
アビイクオーレ

利根

●は本紙に情報掲載のある場所です

当日、ふるさと産品をお買い上げいただいた方は、
ハズレ無しの抽選会に参加できます！
所 アビイクオーレ１F エントランス 千葉県我孫子市本町 3-2-28
（イトーヨーカドー我孫子南口店）JR 常磐線我孫子駅南口徒歩 1 分
問 我孫子市商工会 Tel.04-7182-3131

13：00 〜 14：00

焙煎職人鈴木さんによる「心と体に優しいコーヒーの楽しみ方」
体験コーナー （各回人数に制限がある場合がございます）

・お琴の演奏体験 10：00 〜 11：00
・ハンカチの友禅染体験 11：30 〜 12：30
・うなきちさんのねりきり細工体験 14：30 〜 15：30

3

杉 村楚人冠 記念館
テーマ展示

3

19

日

3 月 5 日（日）まで

我孫子地区の街なみの変遷を地図、写真、
そして昔懐かしい商店のお得意様への御挨
拶用の手拭いで振り返ります。

Vol.47（2017 年 2 月 10 日発行）

2 月 16 日 予約受付開始！

①10 時から ②11 時から ③13 時から
茶席と展示解説で所要 60 分

④14 時から

常磐線

松戸

昭和 12 年建築の離れの茶室、「清接庵」で我孫子高校茶道部
が皆様をおもてなし。郷土の偉人血脇守之助を紹介する企画展
の解説付きです。春の楚人冠邸を楽しみにお越しください。

上野
東京

定員：80 人（各回 20 人、先着順） 要予約／参加費：杉村楚人冠記念館入館料 300 円 文化財保存基金 100 円
3 館共通券ご利用の方も文化財保存基金への募金で参加できます 申込方法：受付窓口または電話にて

品川

11

土

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

フキノトウ
10：00 〜 12：00
木々の芽や花、鳥のさえずりを聴いて、
春のひとときを楽しみましょう。

11

土

テーマトーク

「毎日運行する漁船で営巣したツバメ」

定員：先着 50 名／参加費：無料（ただし入館料がかかります）

20

月・祝

あびこ
自然観察隊

手賀沼のうなきちさん

我孫子の春を迎えに行こう

（NPO 法人バードリサーチ代表）

ふだんは人家に巣をつくるツバメが、毎日運行する漁船に営巣した
事例についてご紹介します。

3

我孫子市マスコットキャラクター

13：30 〜 15：00
場所：２階多目的ホール

日本では、どんな鳥が繁殖しているので
しょう？ その数は減っているのでしょ
うか？ そんな疑問に答えるための「全
国鳥類繁殖分布調査」が 2016 年から 5
年間の予定で始まりました。多くの市民
調査員が参加することで、全国約 2,300
か所もの地点で調査が行われます。こ
の調査で分かること、1 年目の調査が終
わって分かってきたこと、私たちに協力
できることなどをお話しいただきます。

13：30 〜 14：15（13：15 開場）／場所：2 階多目的ホール
講師：平岡考さん（公財 山階鳥類研究所 自然誌研究室専門員）

「春の谷津田観察会」

谷津田の春に見られる生き物を観察してみましょう。

集合：午前 9 時 30 分までに東我孫子駅にて受付（雨天中止）
申込み：要電話申込み、3/1 受付開始／参加費：100 円（中学生以下無料）
観察会の風景
定員：30 名（小学 4 年生以下は保護者同伴）

CHIBA

「アビシルベ」発行（月刊）

土
講師：植田睦之さん

集合：鳥の博物館玄関前（雨天中止）／申込み：不要／参加費：保険料として 100 円（高校生以上）

3

18

ABIKO

我孫子インフォメーションセンター

「日本の鳥の今を描く
全国鳥類繁殖分布調査」
2

成田

＝

3

鳥博セミナー

成田線

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

開館 9:00 〜 16:30（入館は 16:00 まで） 休館 月曜／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

鳥 の 博 物 館 「春をさがそう」

取手

我孫子

上野東京ライン

「なつかし！
我孫子の街なみ展」開催中

清接庵茶会

定員：50 名（先着順・要申込み）

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／＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

白 樺文 学 館

日

12 白樺サロンのひととき

朗読のひととき
〜白樺派を知る④〜

14 時〜 1 時間程度／場所：地階音楽室
2 月の朗読のひとときは「白樺
派を知る④」をテーマに開催し
ます。第 4 弾は武者小路実篤
について取り上げます。多彩な
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。 武者小路実篤肖像

〜旅〜

日

26

14 時〜 1 時間程度／場所：1 階ピアノサロン
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。今
回は「旅」がテーマです。
白樺サロンのひとときの様子

3

12 白樺サロンのひととき

〜春〜

日

14 時〜 1 時間程度／場所： 1 階ピアノサロン
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。今回は特別企画
「朗読とピアノのコラボレーション」にて「春」
をテーマに開催します。

各イベント 定員：20 名（先着順・要電話予約）費用：無料（ただし入館料がかかります）
問合せ、お申し込みは白樺文学館まで。

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

今後のスケジュール

最新情報はインターネットで！

2/ 8（水）12：00 〜 2/14（火）16：00

HomePage アビシルベ または abikoinfo

平成28年度手賀沼ポスターコンクール
入選作品展示会
2/17（金）18：00〜

アビスト de Night☆

LIVE !

2/19（日）

ひなまつり記念
「お内裏様やお雛様になって
写真を撮ろう」
2/22（水）〜 3/ 6（月）

ひなまつりの折り紙展示
3/ 8（水）13：00 〜 3/12（日）12：00まで

我孫子東高校つまようじアート展示
4

アビプレ47号（2017年2月10日 発行）

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

＊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︒

2

2

atelier de ﬂeur jul

我孫子フラワーセンター

旧村川別荘「ひなのまつり」

アビシルベ「ひなまつりの折り紙展」

湖北フラワーセンター

・春を先取り！フラワーショップ特集
・旧村川別荘「ひなのまつり」
・アビシルベ「ひなまつりの折り紙展示」
・今年も開催！「ふるさと産品まつり」
・我孫子市三館イベント情報
杉村楚人冠記念館（テーマ展示・清接庵茶会）

杉村楚人冠記念館「清接庵」

鳥の博物館（てがたん・テーマトーク・鳥博セミナー・あびこ自然観察隊）
白樺文学館（白樺サロン・朗読のひととき）

Go to next page

