10 月の朗読のひとときは「白樺派を知る」を
テーマに開催します。第 1 弾は雑誌『白樺』
を中心に取り上げます。多彩なスタッフによる
日
14:00 〜 15:00 朗読と、学芸員のトークをお楽しみください。
場 所：白樺文学館地階音楽室
定 員：先着 20 名（電話で要予約）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

10

「原田京平展―我孫子を描きし画家―」

学芸員による白樺派や民藝についての小話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「秋」
がテーマです。 場 所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
日
14:00 〜 1 時間程度
定 員：20 名（要電話予約）

13

参加費：無料（ただし入館料がかかります）

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

11

5

土

11

6

日

JBF 開催期間は入場料無料になります！ 手賀沼周辺の
更に、館内では楽しいイベントを開催！ 自然観察会

散歩感覚で楽しむ自然観察会
です。11 月のテーマは「カモ
いろいろ」です。冬の手賀沼
を賑わすカモたちの種類や雌
雄の違いなどを観察します。

てがたん

10:00 〜 11:00 「コウノトリの帽子をつくろう」 定員先着 30 名
13:30 〜 15:30 「鳥博クイズ」 定員先着 150 名
10:00 〜 11:00 「コウノトリの帽子をつくろう」 定員先着 30 名
10:30 〜 11:30 ゲストトーク「はばたけ！しんはま！！
行徳野鳥観察舎と保護区のお仕事」
ゲスト：佐藤達夫さん（NPO 法人 行徳野鳥観察舎友の会）
定員先着 50 名
13:30 〜 15:30 「鳥博クイズ」 定員先着 150 名

11

12 時間：10:00〜12:00（雨天中止） 集合場所：博物館入口（予約不要）

土

定員：なし 費用：高校生以上の方は保険料 100 円がかかります

◆鳥の博物館一時休館のお知らせ◆
鳥の博物館は開館２５年を経過し、様々な設備の更新が必要な時期となってきました。
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
の午後１０時から実施します。

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／＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

杉 村楚 人冠

常磐線

松戸
上野
東京
品川

我孫子
柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝

白樺サロンのひととき〜秋〜
11

取手

30

＊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︒

白 樺 派 が 去った後、我
孫子の文化 空間を引き
継 いだ人物、原田 京平
（恭 平・聚 文・和 周）。
原田京平シリーズ展第 3
弾として、京平 の 本 業
である画家としての作品
の数々を展示します。ま
た今回初公開する彼の
描いた我孫子の絵画を
原田恭平「我孫子風景」1923（大正 12）年 12 月
是非ご鑑賞ください。

鳥 の博 物 館
イベント情報
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朗読のひととき〜白樺派を知る①〜

11月3日（木）から平成29年1月29日（日）まで

上野東京ライン

白樺文学館

イベント情報

企画展

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

我孫子で晩秋を楽しむ
〜ぶらりと出かけよう〜

夏目漱石没後 100 年記念企画展

記念館 展示情報「楚人冠と漱石 〜新聞と文学と」
開催中

初公開の手紙から、漱石の電話番号を伝える部分

平成29年1月9日（月・祝）まで

夏目漱石が杉村楚人冠に宛てて書いた
手紙から、二人の交流を紹介する展示
を開催しています。展示品には、漱石
が持病の胃潰瘍で入院する前日に書い
た手紙や、今回初公開の会社への電話
のかけ方を聞く手紙など、貴重な手紙
が含まれています。

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

今後のスケジュール
10/3（月）13：00 〜 10/20（木）16：00

手賀沼で冬に見られる鳥84種と
スケッチ展
10/21（金）

アビスト de Night☆

LIVE !

10/23（日）

ライブ・オン・アビシルベ

LIVE !

我孫子歴史・文学ツアー
10/25（火）13：00 〜 11/4（金）12：00まで

ちょっと先取りJBF2016
10/7（月）13：00 〜 10/17（木）12：00

第59回我孫子市文化祭書道展
4

アビプレ43号（2016年10月10日 発行）

新そば祭り
11

12

土

13

日

10：30 〜 15：00
雨天決行・荒天中止
青山学舎・我孫子そばの会の美味しい手打ちそばが楽しめます！
地元農家さんの手作り加工品も販売！

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 ℡.04-7108-3171

最新情報はインターネットで！
HomePage
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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！
●プチぷら
地元出身歌手の三令さんによるレポート

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

・鳥の祭典ジャパンバードフェスティバル開催
・第 19 回我孫子国際野外美術展
・子の神大黒天柴燈護摩火渡り
・手賀沼エコマラソン
・秋と言えば文化祭！
中央学院大学「あびこ祭」
川村学園女子大学「鶴雅祭」

・第 35 回我孫子市産業まつり
・布佐もみじまつり
・手賀沼湖畔で食す…鴨料理キャンペーン
・白樺文学館
・鳥の博物館
イベント情報
・杉村楚人冠記念館
・先取り！あびこん新そば祭り

Go to next page
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今年１６回目を迎えるジャパンバードフェスティバル（Japan
Bird Festival/ 略称：JBF）は、千葉県我孫子市手賀沼周辺に
て行われる、日本最大級の鳥をテーマにしたイベントです。
行政・海外・NPO・学生・市民団体などによる鳥・自然環境
に関する研 究・活動の発 表、鳥の彫 刻・絵画・写真 展や、
子供工作教室、船上バードウォッチングやスタンプラリーなど、
観る、知る、触れる、鳥を楽しむ 2 日間。 お子様からご年配の方までお楽しみいただけます。

ジャパンバードフェスティバル
２０１６ 〜人と鳥の共存をめざして〜
11 5 11 6
土

日

9:30〜16:00

9:30〜15:00

■両日
◇海外からの出展（鳥博広場会場・親水広場会場ステージ近くに出展）
アビスタ第一学習室にて、参加各国の野鳥や自然のスライドショーも行います。
１１月５日（土）９：３０〜１３：００、６日（日）１３：００〜１５：００
◇全日本鳥フォトコンテスト作品展（会場：アビスタ ストリート、ミニホール）
全国から寄せられた、応募総数１,２３２点の鳥の写真展
◇バードカービング（会場：アビスタ ２階 第 2 学習室・ギャラリー）
◇鳥凧あげ（会場：手賀沼公園）
◇第７６回企画展「我孫子市の鳥図鑑−市内で見られる全種の標本−」
（会場：我孫子市鳥の博物館…JBF 期間中、入館料無料）
◇「見にレクチャー８」（会場：山階鳥類研究所）
山階鳥類研究所所員によるミニレクチャー、スライドによる研究所や研究の紹介
◇バードウォッチング（会場：手賀沼親水広場）
手賀沼湖畔や船上から野鳥の観察ができます。
我孫子市内の小学校（全 13 校）の 6 年生が描い
た鳥に関するポスターを展示中！JBF 終了まで、 〇船上バードウォッチング 時刻表（受付：手賀沼親水広場桟橋前）
◆JBF 店頭ポスター展◆
１１月５日 ( 土 ) １０：３０ / １２：３０ / １４：３０
アビシルベはもちろん市内商店にてご覧いただけ
１１月６日 ( 日 ) １０：３０ / １２：３０ / １４：００
ます。ぜひ足をお運びください！
問 ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局（我孫子市役所手賀沼課内） この季節には、３０種類程度の野鳥が観察できます。
℡.04-7185-1484 開催日専用電話 070-1076-3599、080-9503-1573

ＵＲＬ：http://www.birdfesta.net

第 50 回あびこ祭 10 29 10 30 10:00〜17:00

我孫子市内にある二つの大学の文化祭情報をチェック！

土

川村学園女子大学 10 22 10 23 10:00〜16:00
土

第 28 回鶴雅祭

所 中央学院大学

所 川村学園女子大学 千葉県我孫子市下ヶ戸 1133 番地
問 ℡.04-7183-5538

35
34

千葉県我孫子市久寺家 451 ※我孫子駅北口よりスクールバスが無料運行しています

問 ℡.04-7183-6518（学生課）

我孫子市産業まつり

10

16

市内企業のＰＲコーナーをはじめ、市内の商店などによる
青空市やステージイベントなど楽しい催しが盛りだくさん。

おまつり
スタンプ
ラリー対象

【参加店舗一覧】
・霧下そば割烹 ソバ玄（蕎麦）

〇ポン菓子
〇風船の配布
〇包丁研ぎ
〇もちまき ほか

所 湖北台中央公園

JR 成田線湖北駅南口より南西へ約 300 メートル

問 我孫子市商業観光課 ℡.04-7185-1475

所：我孫子市つくし野 7-16-6

・ビストロ

・イタリアンレストラン

徒歩約 3 分

所：我孫子市本町 2-4-20

公開制作期間 10月15日（土）〜 21日（金）
オープニングセレモニー
10/22（土）11：00〜
我孫子市指定文化財：旧井上家住宅にて
入場無料
所 布佐市民の森

宮の森公園

布佐のまち周辺

問 我孫子野外美術展実行委員会 ℡.090-9858-4625
さい

とう

ご

11

詳しい内容は公式ホームページからもご覧いただけます。http://abikoe.com
ま

子の神大黒天 柴燈護摩火渡り

第 22 回

30

日

雨天決行

おまつり
スタンプ
ラリー対象

5

所：我孫子市寿 2-22-19

・古木庵

美味しいもの、新鮮なものいっぱい！！地元の商店が多数出店。子ども達の楽しめる広
場や、フリーマーケットも多く出店します。イベント盛りだくさんの秋の一日を楽しめる
市民祭りです。おまつりスタンプタリーの抽選会場にもなっていますので集めたスタン
プをお忘れなきよう！みんなで盛り上げましょう！

コース各所にブラスバンドや和太鼓の応援があり、とても盛り
上ります。メイン会場でもパフォーマンスが行われブースでの
物販もあるので応援でご来場の方も楽しめます！
※ランナーのエントリーは締め切っております

休：水

℡：04-7182-2003

休：無し

タニヤ（蕎麦）

℡：04-7187-2639

所：我孫子市湖北台 1-13-18 野菜畑 2F
℡： 04-7187-6766 休：無し

鴨料理キャンペーンに関するお問い合わせは
「アビシルベ」までお願い致します。
皆様のご参加お待ちしております！

中央学院大学
古利根沼
←柏

JR 常磐線 天王台

我孫子

アビシルベ

柏ふるさと公園

利根

あびこん

アビスタ

356
東我孫子

道の駅
しょうなん

JR 成田線

湖北

我孫子市役所

山階鳥類研究所
鳥の博物館
手賀沼親水広場 手 賀 沼

川

新木

湖北台中央公園

布佐市民の森

手賀沼遊歩道

旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

布佐もみじまつり

→

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

※祝日を除く）

休：木

・ブラッスリー・ル・ポワロー（仏料理）

布

2

℡：04-7185-2365

川村学園女子大学

所 柏ふるさと公園 千葉県柏市柏市 4 他、我孫子市・柏市の手賀沼周辺
問 手賀沼エコマラソン実行委員会事務局 ℡.04-7176-8345
（月〜金 /9：00 〜 16：00

休：無し

所：我孫子市湖北台 1-16-3

白樺文学館

所 子の神大黒天 千葉県我孫子市寿 2-27-10 ℡.04-7182-2239

℡：04-7186-2929

所：我孫子市柴崎台 1-6-1 ℡：04-7184-6902
休：日（祝日は気ままに営業）

10:00〜15:00
雨天翌日に順延

子の神大黒天

お札を燃やしたおき火の上を山伏姿の僧侶が裸足で
歩きます。火渡りは一般の方も参加できます。
また、お札やお守りの販売もあり。

休：月

・ふじ野（和食）

杉村楚人冠
記念館

14:00〜
雨天決行

所：我孫子市本町 1-2-3

・きみ吉（蕎麦）

所：我孫子市本町 2-5-8

9：00〜開会式／ 10：00〜スタート 大通りからのスタートは大迫力！

日

・バンヌフ（BAR）

・富桝旅館（和食）

所 JR 成田線布佐駅東口通り 問 松島 ℡.04-7189-2100

【コース】スタート（北 柏ふるさと
公園入口）〜若松信号交差点〜手
賀沼大橋〜道の駅しょうなん入口〜
ふれあい緑道〜手賀曙橋〜都部新
田信号交差点〜湖北台５丁目（折り
返し）〜都部新田信号交差点〜五
本松公園〜若松信号交差点〜手賀
大橋〜満天の湯入口〜ふれあい緑
道〜フィニッシュ（柏ふるさと公園）

℡：04-7100-1122

↑取
手
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プレッツァ（伊料理）

所：我孫子市本町 1-3-3 BK ビル 1F
℡： 04-7182-0830 休：日・第三月

土
我孫子市布佐地域に世界各国様々なアーティストが手掛けた作品が出現。
「いきづく森と水と文化のにおい」を感じられる、秋にぴったりのイベントです。
市民オーナー・サポーターも募集しています。

休：木

・ブンカ・ドー（ベーカリー）

布佐もみじまつり

作品展示期間 10月22日（土）〜 11月6日（日）

℡：04-7182-5202

ヴァンダンジュ（仏料理）

所：我孫子市我孫子 1-8-18 ラ・セーヌ 2F
℡： 04-7185-5800 休：火・第三水

当日の連絡先テレフォンサービス 0180-99-1515（当日 6：30 から）

我孫子国際野外美術展

23

キャンペーン
千葉県我孫子を巡る！鴨を食す！スタンプを集める！で素敵
な景品を抽選でプレゼント。
詳しい内容は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」をはじめ、参加店舗でも配布しております。

日

第19 回

10

我 孫 子 鴨 料 理

10/1（土）〜 2017/2/28（火）

〇企業展示
〇健康相談（市内病院）
〇年金相談（社会保険労務士会）
10:00〜15:00
〇消防アトラクション
荒天中止
〇青空市
○スポーツスライダー
○我孫子市ふるさと産品の販売
〇吹奏楽
〇太鼓

日

中央学院大学の学園祭としてあびこ祭を開
催します。
あびこ祭は今年で記念すべき第 50 回を迎
えます。ここまで支えて下さった地域の皆
さま、来場者の皆さまに「感謝」を伝える
べく今年のテーマの「感謝」をかかげてい
ます。
ふわふわ遊具やふれあい動物園などの企画
に 加 え、ス テ ー ジ イベ ントで は「Silent
Siren」「井上苑子」「手賀沼ジュン」のライ
ブを開催いたします。是非皆様のご来場を
お待ちしております。

日

今年度の鶴雅祭のテーマは、『乙女奮迅』です。ご来
場いただく皆さんに楽しんでいただけますよう、私たち
“乙女” が全力を尽くすという想いを込めました。
９学科・クラブ・同好会等の特色を活かした企画・公演・
模擬店等、又地域の皆さんにご参加いただく企画を用
意。また、トークショーには青木玄徳さん、ライブステー
ジには xD（クロスディー）をお迎えして、皆様のご来
場をお待ちしております。詳しくは大学のホームページ
をご覧ください。 http://www.kgwu.ac.jp/

第 回

＜人気事業＞
■１１月５日（土）
◇講演会（会場：アビスタ ホール）
テーマ：「自分だけの探鳥地ガイドを作ってみよう」
講 師：野鳥図鑑画家 谷口 高司
◇鳥学講座（会場：アビスタ ホール）
テーマ：「コアジサシ保全活動の現場から」
講 師：東京都市大学環境学部講師 北村 亘
■１１月６日（日）
◇講演会（会場：アビスタ ホール）
テーマ：「野鳥の鳴き声の魅力と聞き分け方」
講 師：日本野鳥の会理事 松田 道生
◇全日本鳥フォトコンテスト講演会（会場：アビスタ ホール )
コンテスト審査員による、写真についての講演会
◇鳥の博物館ゲストトーク（会場：我孫子市鳥の博物館）
テーマ：「はばたけ！しんはま！！−行徳野鳥観察舎と保護区のお仕事−」
スピーカー：行徳野鳥観察舎

秋 と言えば文化祭！

2016 年 10 月

●は本紙に情報掲載のある場所です
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今年１６回目を迎えるジャパンバードフェスティバル（Japan
Bird Festival/ 略称：JBF）は、千葉県我孫子市手賀沼周辺に
て行われる、日本最大級の鳥をテーマにしたイベントです。
行政・海外・NPO・学生・市民団体などによる鳥・自然環境
に関する研 究・活動の発 表、鳥の彫 刻・絵画・写真 展や、
子供工作教室、船上バードウォッチングやスタンプラリーなど、
観る、知る、触れる、鳥を楽しむ 2 日間。 お子様からご年配の方までお楽しみいただけます。

ジャパンバードフェスティバル
２０１６ 〜人と鳥の共存をめざして〜
11 5 11 6
土

日

9:30〜16:00

9:30〜15:00

■両日
◇海外からの出展（鳥博広場会場・親水広場会場ステージ近くに出展）
アビスタ第一学習室にて、参加各国の野鳥や自然のスライドショーも行います。
１１月５日（土）９：３０〜１３：００、６日（日）１３：００〜１５：００
◇全日本鳥フォトコンテスト作品展（会場：アビスタ ストリート、ミニホール）
全国から寄せられた、応募総数１,２３２点の鳥の写真展
◇バードカービング（会場：アビスタ ２階 第 2 学習室・ギャラリー）
◇鳥凧あげ（会場：手賀沼公園）
◇第７６回企画展「我孫子市の鳥図鑑−市内で見られる全種の標本−」
（会場：我孫子市鳥の博物館…JBF 期間中、入館料無料）
◇「見にレクチャー８」（会場：山階鳥類研究所）
山階鳥類研究所所員によるミニレクチャー、スライドによる研究所や研究の紹介
◇バードウォッチング（会場：手賀沼親水広場）
手賀沼湖畔や船上から野鳥の観察ができます。
我孫子市内の小学校（全 13 校）の 6 年生が描い
た鳥に関するポスターを展示中！JBF 終了まで、 〇船上バードウォッチング 時刻表（受付：手賀沼親水広場桟橋前）
◆JBF 店頭ポスター展◆
１１月５日 ( 土 ) １０：３０ / １２：３０ / １４：３０
アビシルベはもちろん市内商店にてご覧いただけ
１１月６日 ( 日 ) １０：３０ / １２：３０ / １４：００
ます。ぜひ足をお運びください！
問 ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局（我孫子市役所手賀沼課内） この季節には、３０種類程度の野鳥が観察できます。
℡.04-7185-1484 開催日専用電話 070-1076-3599、080-9503-1573

ＵＲＬ：http://www.birdfesta.net

第 50 回あびこ祭 10 29 10 30 10:00〜17:00

我孫子市内にある二つの大学の文化祭情報をチェック！

土

川村学園女子大学 10 22 10 23 10:00〜16:00
土

第 28 回鶴雅祭

所 中央学院大学

所 川村学園女子大学 千葉県我孫子市下ヶ戸 1133 番地
問 ℡.04-7183-5538

35
34

千葉県我孫子市久寺家 451 ※我孫子駅北口よりスクールバスが無料運行しています

問 ℡.04-7183-6518（学生課）

我孫子市産業まつり

10

16

市内企業のＰＲコーナーをはじめ、市内の商店などによる
青空市やステージイベントなど楽しい催しが盛りだくさん。

おまつり
スタンプ
ラリー対象

【参加店舗一覧】
・霧下そば割烹 ソバ玄（蕎麦）

〇ポン菓子
〇風船の配布
〇包丁研ぎ
〇もちまき ほか

所 湖北台中央公園

JR 成田線湖北駅南口より南西へ約 300 メートル

問 我孫子市商業観光課 ℡.04-7185-1475

所：我孫子市つくし野 7-16-6

・ビストロ

・イタリアンレストラン

徒歩約 3 分

所：我孫子市本町 2-4-20

公開制作期間 10月15日（土）〜 21日（金）
オープニングセレモニー
10/22（土）11：00〜
我孫子市指定文化財：旧井上家住宅にて
入場無料
所 布佐市民の森

宮の森公園

布佐のまち周辺

問 我孫子野外美術展実行委員会 ℡.090-9858-4625
さい

とう

ご
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詳しい内容は公式ホームページからもご覧いただけます。http://abikoe.com
ま

子の神大黒天 柴燈護摩火渡り

第 22 回

30

日

雨天決行

おまつり
スタンプ
ラリー対象

5

所：我孫子市寿 2-22-19

・古木庵

美味しいもの、新鮮なものいっぱい！！地元の商店が多数出店。子ども達の楽しめる広
場や、フリーマーケットも多く出店します。イベント盛りだくさんの秋の一日を楽しめる
市民祭りです。おまつりスタンプタリーの抽選会場にもなっていますので集めたスタン
プをお忘れなきよう！みんなで盛り上げましょう！

コース各所にブラスバンドや和太鼓の応援があり、とても盛り
上ります。メイン会場でもパフォーマンスが行われブースでの
物販もあるので応援でご来場の方も楽しめます！
※ランナーのエントリーは締め切っております

休：水

℡：04-7182-2003

休：無し

タニヤ（蕎麦）

℡：04-7187-2639

所：我孫子市湖北台 1-13-18 野菜畑 2F
℡： 04-7187-6766 休：無し

鴨料理キャンペーンに関するお問い合わせは
「アビシルベ」までお願い致します。
皆様のご参加お待ちしております！

中央学院大学
古利根沼
←柏

JR 常磐線 天王台

我孫子

アビシルベ

柏ふるさと公園

利根

あびこん

アビスタ

356
東我孫子

道の駅
しょうなん

JR 成田線

湖北

我孫子市役所

山階鳥類研究所
鳥の博物館
手賀沼親水広場 手 賀 沼

川

新木

湖北台中央公園

布佐市民の森

手賀沼遊歩道

旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

布佐もみじまつり

→

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

※祝日を除く）

休：木

・ブラッスリー・ル・ポワロー（仏料理）

布

2

℡：04-7185-2365

川村学園女子大学

所 柏ふるさと公園 千葉県柏市柏市 4 他、我孫子市・柏市の手賀沼周辺
問 手賀沼エコマラソン実行委員会事務局 ℡.04-7176-8345
（月〜金 /9：00 〜 16：00

休：無し

所：我孫子市湖北台 1-16-3

白樺文学館

所 子の神大黒天 千葉県我孫子市寿 2-27-10 ℡.04-7182-2239

℡：04-7186-2929

所：我孫子市柴崎台 1-6-1 ℡：04-7184-6902
休：日（祝日は気ままに営業）

10:00〜15:00
雨天翌日に順延

子の神大黒天

お札を燃やしたおき火の上を山伏姿の僧侶が裸足で
歩きます。火渡りは一般の方も参加できます。
また、お札やお守りの販売もあり。

休：月

・ふじ野（和食）

杉村楚人冠
記念館

14:00〜
雨天決行

所：我孫子市本町 1-2-3

・きみ吉（蕎麦）

所：我孫子市本町 2-5-8

9：00〜開会式／ 10：00〜スタート 大通りからのスタートは大迫力！

日

・バンヌフ（BAR）

・富桝旅館（和食）

所 JR 成田線布佐駅東口通り 問 松島 ℡.04-7189-2100

【コース】スタート（北 柏ふるさと
公園入口）〜若松信号交差点〜手
賀沼大橋〜道の駅しょうなん入口〜
ふれあい緑道〜手賀曙橋〜都部新
田信号交差点〜湖北台５丁目（折り
返し）〜都部新田信号交差点〜五
本松公園〜若松信号交差点〜手賀
大橋〜満天の湯入口〜ふれあい緑
道〜フィニッシュ（柏ふるさと公園）

℡：04-7100-1122

↑取
手
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プレッツァ（伊料理）

所：我孫子市本町 1-3-3 BK ビル 1F
℡： 04-7182-0830 休：日・第三月

土
我孫子市布佐地域に世界各国様々なアーティストが手掛けた作品が出現。
「いきづく森と水と文化のにおい」を感じられる、秋にぴったりのイベントです。
市民オーナー・サポーターも募集しています。

休：木

・ブンカ・ドー（ベーカリー）

布佐もみじまつり

作品展示期間 10月22日（土）〜 11月6日（日）

℡：04-7182-5202

ヴァンダンジュ（仏料理）

所：我孫子市我孫子 1-8-18 ラ・セーヌ 2F
℡： 04-7185-5800 休：火・第三水

当日の連絡先テレフォンサービス 0180-99-1515（当日 6：30 から）

我孫子国際野外美術展

23

キャンペーン
千葉県我孫子を巡る！鴨を食す！スタンプを集める！で素敵
な景品を抽選でプレゼント。
詳しい内容は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」をはじめ、参加店舗でも配布しております。

日

第19 回

10

我 孫 子 鴨 料 理

10/1（土）〜 2017/2/28（火）

〇企業展示
〇健康相談（市内病院）
〇年金相談（社会保険労務士会）
10:00〜15:00
〇消防アトラクション
荒天中止
〇青空市
○スポーツスライダー
○我孫子市ふるさと産品の販売
〇吹奏楽
〇太鼓

日

中央学院大学の学園祭としてあびこ祭を開
催します。
あびこ祭は今年で記念すべき第 50 回を迎
えます。ここまで支えて下さった地域の皆
さま、来場者の皆さまに「感謝」を伝える
べく今年のテーマの「感謝」をかかげてい
ます。
ふわふわ遊具やふれあい動物園などの企画
に 加 え、ス テ ー ジ イベ ントで は「Silent
Siren」「井上苑子」「手賀沼ジュン」のライ
ブを開催いたします。是非皆様のご来場を
お待ちしております。

日

今年度の鶴雅祭のテーマは、『乙女奮迅』です。ご来
場いただく皆さんに楽しんでいただけますよう、私たち
“乙女” が全力を尽くすという想いを込めました。
９学科・クラブ・同好会等の特色を活かした企画・公演・
模擬店等、又地域の皆さんにご参加いただく企画を用
意。また、トークショーには青木玄徳さん、ライブステー
ジには xD（クロスディー）をお迎えして、皆様のご来
場をお待ちしております。詳しくは大学のホームページ
をご覧ください。 http://www.kgwu.ac.jp/

第 回

＜人気事業＞
■１１月５日（土）
◇講演会（会場：アビスタ ホール）
テーマ：「自分だけの探鳥地ガイドを作ってみよう」
講 師：野鳥図鑑画家 谷口 高司
◇鳥学講座（会場：アビスタ ホール）
テーマ：「コアジサシ保全活動の現場から」
講 師：東京都市大学環境学部講師 北村 亘
■１１月６日（日）
◇講演会（会場：アビスタ ホール）
テーマ：「野鳥の鳴き声の魅力と聞き分け方」
講 師：日本野鳥の会理事 松田 道生
◇全日本鳥フォトコンテスト講演会（会場：アビスタ ホール )
コンテスト審査員による、写真についての講演会
◇鳥の博物館ゲストトーク（会場：我孫子市鳥の博物館）
テーマ：「はばたけ！しんはま！！−行徳野鳥観察舎と保護区のお仕事−」
スピーカー：行徳野鳥観察舎

秋 と言えば文化祭！

2016 年 10 月

●は本紙に情報掲載のある場所です

3

10 月の朗読のひとときは「白樺派を知る」を
テーマに開催します。第 1 弾は雑誌『白樺』
を中心に取り上げます。多彩なスタッフによる
日
14:00 〜 15:00 朗読と、学芸員のトークをお楽しみください。
場 所：白樺文学館地階音楽室
定 員：先着 20 名（電話で要予約）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

10

「原田京平展―我孫子を描きし画家―」

学芸員による白樺派や民藝についての小話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「秋」
がテーマです。 場 所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
日
14:00 〜 1 時間程度
定 員：20 名（要電話予約）

13

参加費：無料（ただし入館料がかかります）

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

11

5

土

11

6

日

JBF 開催期間は入場料無料になります！ 手賀沼周辺の
更に、館内では楽しいイベントを開催！ 自然観察会

散歩感覚で楽しむ自然観察会
です。11 月のテーマは「カモ
いろいろ」です。冬の手賀沼
を賑わすカモたちの種類や雌
雄の違いなどを観察します。

てがたん

10:00 〜 11:00 「コウノトリの帽子をつくろう」 定員先着 30 名
13:30 〜 15:30 「鳥博クイズ」 定員先着 150 名
10:00 〜 11:00 「コウノトリの帽子をつくろう」 定員先着 30 名
10:30 〜 11:30 ゲストトーク「はばたけ！しんはま！！
行徳野鳥観察舎と保護区のお仕事」
ゲスト：佐藤達夫さん（NPO 法人 行徳野鳥観察舎友の会）
定員先着 50 名
13:30 〜 15:30 「鳥博クイズ」 定員先着 150 名

11

12 時間：10:00〜12:00（雨天中止） 集合場所：博物館入口（予約不要）

土

定員：なし 費用：高校生以上の方は保険料 100 円がかかります

◆鳥の博物館一時休館のお知らせ◆
鳥の博物館は開館２５年を経過し、様々な設備の更新が必要な時期となってきました。
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
の午後１０時から実施します。

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／＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

杉 村楚 人冠

常磐線

松戸
上野
東京
品川

我孫子
柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝

白樺サロンのひととき〜秋〜
11

取手

30

＊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︒

白 樺 派 が 去った後、我
孫子の文化 空間を引き
継 いだ人物、原田 京平
（恭 平・聚 文・和 周）。
原田京平シリーズ展第 3
弾として、京平 の 本 業
である画家としての作品
の数々を展示します。ま
た今回初公開する彼の
描いた我孫子の絵画を
原田恭平「我孫子風景」1923（大正 12）年 12 月
是非ご鑑賞ください。

鳥 の博 物 館
イベント情報

Vol.43（2016 年 10 月 10 日発行）

朗読のひととき〜白樺派を知る①〜

11月3日（木）から平成29年1月29日（日）まで

上野東京ライン

白樺文学館

イベント情報

企画展

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

我孫子で晩秋を楽しむ
〜ぶらりと出かけよう〜

夏目漱石没後 100 年記念企画展

記念館 展示情報「楚人冠と漱石 〜新聞と文学と」
開催中

初公開の手紙から、漱石の電話番号を伝える部分

平成29年1月9日（月・祝）まで

夏目漱石が杉村楚人冠に宛てて書いた
手紙から、二人の交流を紹介する展示
を開催しています。展示品には、漱石
が持病の胃潰瘍で入院する前日に書い
た手紙や、今回初公開の会社への電話
のかけ方を聞く手紙など、貴重な手紙
が含まれています。

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

今後のスケジュール
10/3（月）13：00 〜 10/20（木）16：00

手賀沼で冬に見られる鳥84種と
スケッチ展
10/21（金）

アビスト de Night☆

LIVE !

10/23（日）

ライブ・オン・アビシルベ

LIVE !

我孫子歴史・文学ツアー
10/25（火）13：00 〜 11/4（金）12：00まで

ちょっと先取りJBF2016
10/7（月）13：00 〜 10/17（木）12：00

第59回我孫子市文化祭書道展
4

アビプレ43号（2016年10月10日 発行）

新そば祭り
11

12

土

13

日

10：30 〜 15：00
雨天決行・荒天中止
青山学舎・我孫子そばの会の美味しい手打ちそばが楽しめます！
地元農家さんの手作り加工品も販売！

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 ℡.04-7108-3171

最新情報はインターネットで！
HomePage

11

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！
●プチぷら
地元出身歌手の三令さんによるレポート

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

・鳥の祭典ジャパンバードフェスティバル開催
・第 19 回我孫子国際野外美術展
・子の神大黒天柴燈護摩火渡り
・手賀沼エコマラソン
・秋と言えば文化祭！
中央学院大学「あびこ祭」
川村学園女子大学「鶴雅祭」

・第 35 回我孫子市産業まつり
・布佐もみじまつり
・手賀沼湖畔で食す…鴨料理キャンペーン
・白樺文学館
・鳥の博物館
イベント情報
・杉村楚人冠記念館
・先取り！あびこん新そば祭り

Go to next page

