Vol.45（2016 年 12 月 10 日発行）

初売り
福引抽選会
1/5（木）

年末感謝祭

12/28（水）・29（木）・30（金）

常磐線

1/7（土）・8（日）

9：30 〜 17：00

松戸

抽選会・新年粥無料サービス
11：00 〜 14：00

上野

お買い上げ 1,000 円毎に福引券をプレゼント。年明け 1/7（土）・8（日）
年末感謝祭で配布した福引券で抽選に参加できます！
に抽選会が行われます！ お餅はもちろん、果物やお正月を彩るお花も販
また、正月料理に疲れた胃腸をいたわる新年粥を無料サービス！
売。お正月の準備は「あびこん」で決まり！
あったかいお粥でほっこり、今年も我孫子の野菜で健康に過ごせますように！
（※なくなり次第終了）

東京
品川

成田線

柏

成田

上野東京ライン

年末年始イベント情報

9：30 〜 17：00

取手

我孫子

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

所 問 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 22-4（手賀沼ふれあいライン沿い）℡.04-7108-3171
2017 年

今年もやります！ 新春ふるまい！
1

1

アビシルベ

アビシルベで新しい年をお祝いしましょう！
うなきちさんもやってきますよ！ 皆さまぜひお立ち寄りください。

日

10：30 〜 おめでたい獅子舞
あたたかい甘酒ふるまい
11：00 〜 『手賀沼のうなきちさん
「どら焼き」』配布
（先着順 ※無くなり次第終了）

日

9：00 〜
費用：無料

12

25

14：00
〜 15：00

場 所‥白樺文学館 1 階ピアノサロン
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）

第31回手賀沼写真コンクール展示会
12/12（月）・ 12/13（火）

アビシルベ出張販売in丸の内KITTE ちばI・CHI・BA
12/16（金）18：00 〜

アビスト de Night☆

LIVE !

12/17（土）

試食だってOKな…
地どれ！朝どれ！あびこ菜！第3弾
12/20（火）〜 2017/ 1/ 6（金）

中央学院大学箱根駅伝応援写真展
2017/ 1/ 1（日）10：30 〜

アビシルベ新春ふるまい
2017/ 1/ 8（日）９：00 〜

成人式記念フリーフォトスポット開放
アビプレ45号（2016年12月10日 発行）

1

手賀沼周辺での冬鳥観察を行います。
また、1月恒例のオナガガモのカウントに挑
戦します。冬の寒さを吹き飛ばしましょう！

14

土

所 問 我孫子市鳥の博物館

千葉県我孫子市高野山 234-3 ／℡.04-7185-2212

開館 9:30 〜 16:30（16:00 までに入館）／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

12/ 9（金）13：00 〜 12/15（木）16：00

てがたん

1０：00 〜

申込 問 白樺文学館まで電話予約

今後のスケジュール

手賀沼周辺の
「冬鳥をじっくり観察しよう」
自然観察会

◆鳥の博物館一時休館のお知らせ◆
鳥の博物館はこのたび、空調設備更新工事のため、平成 28 年 11 月 7 日から
平成 29 年 1 月 31 日までの予定で休館します。自然観察会「てがたん」は
休館期間中も毎月第２土曜日の午前１０時から実施します。

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

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！

天王台駅前

つくし野グリーンベルト

湖北駅前

葺不合神社
天照神社

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

あびこショッピングプラザ
＊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︒

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。
今回はクリスマス特別企画「朗読とピアノのコラボレーション」
にて開催します。

鳥の博物館

白樺サロンのひととき〜 Xmas 〜

イベント情報

イベント情報

白樺文学館

成人式記念式典に合わせてアビシルベではフリーフォトスポットを
ご用意いたします。
金屏風を背景にうなきちさんと一緒に写真を撮りませんか？
きっと素敵な記念になるはず！ 運気もうなぎ昇りうな〜！

日

4

我孫子で過ごす、クリスマス＆年末年始。

成人式記念
フリーフォトスポットを
ご用意します！
1
8

イベント情報

寶蔵寺

あびこん新年粥

◆クリスマス目前！ 我孫子市内イルミネーションスポット
◆初日の出＆初詣スポット

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

◆あびこん年末感謝祭＆福引き抽選会
◆アビシルベ新春ふるまい
◆成人式記念フリーフォトスポットをご用意します！
◆白樺文学館イベント情報
◆1 月のてがたん

他
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我孫子市内イルミネーションスポット

2016 年 12 月

除夜の鐘つき
寶蔵寺

久寺家 401

12

31

土

我孫子市内初日の出スポット
《あびこショッピングプラザ》

《天王台駅前》

期間：12/25（日）まで 点灯時間：16：00 〜 21：00
場所：JR 常磐線我孫子駅徒歩 5 分（我孫子 4-11-1）

23：00 頃〜

2017 《手賀大橋

・手賀大橋（千葉県道 8 号線我孫子若松交差点付近）
・手賀沼遊歩道（高野山新田地区手賀沼沿い）
・五本松公園（岡発戸字明門作 1408）
・利根川ゆうゆう公園（中峠地区利根川沿い）

期間：2 月末まで 点灯時間：16：00 〜 24：00
場所：JR 常磐線天王台駅北口前

1

1

日

新春初日の出イベント》

会場：手賀大橋入口信号周辺
6：00〜 和太鼓競演
7：00〜 獅子舞、餅つき大会、お汁粉振る舞い
大書初め（中央学院大学書道部）

初詣にオススメ社寺一覧

《つくし野グリーンベルト Xmas イルミネーション》

・北星神社（台田 4-11）
・鷲神社（久寺家 362）
・寶蔵寺（久寺家 401）
・八坂神社（白山 1-1-1）
・香取神社（緑 1-6-8）
・子の神大黒天（寿 2-27）

《湖北駅前》

期間：12/25（日）まで 点灯時間：16：30 〜 26：00
期間：4 月上旬まで 点灯時間：日没〜終電
場所：丘の道つくし野中央分離帯（国道６号線我孫子駅入口交差点をつくし野方面へ） 場所：JR 成田線湖北駅南口前

Tel. 04-7182-2239

・香取神社（高野山 432）
・柴崎神社（柴崎 737）

・八幡神社（青山 163）
・八幡神社（岡発戸新田 162）
・八幡神社（下ケ戸 288）
・八幡神社（岡発戸 540）
・八幡神社（都部 46）
・八幡神社（湖北台 8-16-2）
・天照神社（中峠 1148）
・諏訪神社（中里 667）

・将門神社（日秀 131）
・稲荷神社（古戸 1）
・真栄寺（新木 3128）
・葺不合神社（新木 1812）
・香取神社（新木 2598）
・浅間神社（布佐 2036）
・竹内神社（布佐 1218）
・愛宕八坂神社（布佐 2291）

八坂神社

柴崎神社

初詣は御朱印を頂く絶好の機会！？
《我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」》

《我孫子駅前》

《柴崎台中央公園》

期間：1 月末まで 点灯時間：日没〜 24：00
場所：JR 常磐線我孫子駅南口前

期間：1 月末まで 点灯時間：17：00 〜 22：30
場所：JR 常磐線天王台駅徒歩 10 分（柴崎台 2-14）

寶蔵寺

↑取
手

期間：1 月末まで 点灯時間：日没〜 25：00
場所：JR 常磐線我孫子駅南口徒歩 1 分（本町 2-2-6）

最近流行の御朱印あつめ。しかし、小さい社寺は
普段無人の所も多いですよね。
そんな社寺も初詣の時期は有人になることがあり
ます！ この機会に御朱印が頂けるか聞いてみると
いいかもしれませんね。
※全ての社寺で御朱印を頂けるわけでありません。

八幡神社

鷲神社

北星神社
←柏

我孫子

香取神社
アビスタ

白樺文学館

あびこん

東我孫子
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香取神社
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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

八幡神社

八幡神社

我孫子市役所
山階鳥類研究所
子の神大黒天

道の駅
しょうなん
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八幡神社

天王台

アビシルベ
杉村楚人冠
記念館

八坂神社

JR 常磐線

利根

稲荷神社

柴崎神社

あびこ
ショッピングプラザ

竹内神社

葺不合神社

利根川ゆうゆう公園

古利根沼

柴崎台中央公園

天照神社

イルミネーション 初日の出スポット 神社

御寺

●は本紙に情報掲載のある場所です
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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

◆あびこん年末感謝祭＆福引き抽選会
◆アビシルベ新春ふるまい
◆成人式記念フリーフォトスポットをご用意します！
◆白樺文学館イベント情報
◆1 月のてがたん
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