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講師：小林さやかさん
（山階鳥類研究所自然誌研究室専門員）

絶滅鳥カロライナインコの標本

定員：先着 50 名
場所：我孫子市鳥の博物館 2 階多目的ホール
参加費：無料（入館料が必要です）
主催・問合せ先：山階鳥類研究所（04-7182-1101）、
我孫子市鳥の博物館（04-7185-2212）

第 76 回企画展示「我孫子の鳥図鑑」- 市内で見られる全種の標本 - 11/6（日）まで開催中！

イベント情報

白樺文学館

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

9

25

朗読のひととき

日

10

白樺派、民藝などをテーマとした朗読会を 9 月より毎月開催いたします。
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。
内容：「母の死と新しい母」柳兼子対談「我孫子の頃」他

14:00 〜 15:00
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）
申込み・問合せ：白樺文学館まで電話予約

2

日

白樺サロンのひととき〜旅〜
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「旅」がテーマです。

14:00 〜 1 時間程度
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）

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

もうすぐ JBF！
鳥の街・我孫子駅前

10

「バードコンサート」

9

2

日

成田線

成田

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

ほくほくサンバ
10:00 〜 16:00

所 アビシルベ

17 9 18

土

日

所 問 アビシルベ

竹内神社例大祭

「箱日和」

クリエイティブ・スペース「ハコカラ」で過去に開催され
大好評だった「箱日和」があびマルシェにやってくる！
市内アーティストや作家、企業の物販や作品展示、ワー
クショップもあり。

今後のスケジュール

HomePage

我孫子市書道連盟展示
9/16（金）

アビスト de Night☆

LIVE !

アビシルベ または abikoinfo

abishirube または abikoinfo

LIVE !

9/19（月）〜9/22（木）17:00まで

箱日和inアビシルベ（展示）

9/26（月）13:00〜9/30（金）17:00まで

常磐線・我孫子駅開業120周年記念写真展
10/2（日）

もうすぐJBF！鳥の街・我孫子駅前
「バードコンサート」
10/3（月）13:00〜10/20（木）16:00まで

手賀沼で冬に見られる鳥84種とスケッチ展
アビプレ42号（2016年9月10日 発行）

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

あびマルシェ「箱日和」
ライブ・オン・アビシルベ

問 ジャパンバードフェスティバル（JBF）実行委員会事務局 Tel.04-7185-1484

アビシルベ または @ABISHIRUBE

9/17（土）・18（日）
9/18（日）

11 月に開催の鳥の祭典「Japan Bird Festival」が一足に先に楽しめる
プレイベント！ 手賀沼のうなきちさんもやってくる！

最新情報はインターネットで！

9/5（月）12:00〜 9/15（木）12:00まで

4

東京
品川

柏

＝

「明治期の標本が語るもの
8 〜絶滅鳥カロライナインコ〜」
土

10

上野

＊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︒

場所：鳥の博物館玄関前に集合
（事前申し込み不要）
参加費：100 円（中学生以下無料）

松戸
上野東京ライン

10:00 〜 12:00

博物館周辺の自然を散歩感覚で楽しむ自然観察会です。
冬を迎える準備をする生き物たちの様子を観察します。

13:30 〜 14:15

取手

我孫子

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

秋の我孫子はイベントがいっぱい！
・常磐線・我孫子駅開業１２０周年記念写真展
・竹内神社例大祭
・ほくほくサンバ
・あびこん新米フェア
・我孫子地区市民まつり
・旧村川別荘「竹灯篭の夕べ」
・鳥の博物館・白樺文学館イベント情報 我孫子地区市民まつり
・バードコンサート
特集 〜秋〜芸術と読書に浸る
・あびマルシェ「箱日和」
・ギャラリー翠
竹灯篭の夕べ

・我孫子市民図書館 など…
Go to next page
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常磐線・我孫子駅開業 120 周年
記念写真展 ９月２６日（月）〜３０日（金）
所 アビシルベ

明治 29 年（1896 年）12

我孫子地区市民まつり
10

月 25 日に常磐線（田端−
土浦 間）と我 孫 子 駅 が開

1

味しいお

市では、ＪＲ我 孫 子 駅と共

催します。
懐かしい我孫 子駅の風 景
やかつて常磐線を走ってい

竹灯篭の夕べ

た数々の名列車の写真のほ
か、東 京 芸 術 大 学出身の

10

デザイナーが作成した我孫

ぜひお越しください。
問 我孫子市企画課
04-7185-1426

我孫子みんなのアルバムより

竹内神社例大祭
9

ほくほくサンバ
日

月

竹内神社の祭礼は、享保
年間（1716 年〜 1735 年）
に発祥した伝 統ある祭り
です。大人みこし１基、子
どもみこし５基、山車５基
が町へ 繰り出します。山
車の上では御囃子が奏で
られ、郷土芸能クラブの
演舞も楽しめます。当番
町：二丁目

日

湖 北 台と言えば
「サンバ」。熱 い
思いを巨大なス
ピーカーからの
歌、ド ラ ム、

JR 我孫子駅周辺において市民まつりを開催します。フリー
バザールの他、かっぱ音頭、カッパダンス、地元小中高等
学校による吹奏楽、合唱等のパフォーマンスやジャズ、よさ
こい、和太鼓、お囃子などイベント盛り沢山。恒例のビン
ゴ大会もあります。是非ご来場下さい。
※けやきプラザ周辺道路は、交通規制がありますのでご注
意ください。

所 我孫子駅南口・けやきプラザ前広場及び
インフォメーションセンター
北口・あびこショッピングプラザ駅側入り口
南口・けやきプラザ前、イトーヨーカドー南口店脇側道
（フリーバザール）

問 我孫子地区市民まつり実行委員会（我孫子市商工会内）
04-7182-3131

プで表現していき

我孫子

き子どもゾーンとメイン
会場で三世代が楽しめるイベントを
企画！ 皆さん是非お越しください！
所 JR 成田線湖北駅南口周辺
問 090-2546-7052（堀北）

アビスタ

旧村川別荘
白樺文学館

あびこん

川

湖北

我孫子市役所

鳥の博物館

JR 我孫子駅南口からバスで市役所下車 徒歩 5 分
※公共交通機関でお越しください。

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課
歴史文化財担当 04-7185-1583

旧井上家住宅

→

田
成

布佐分館

佐

手賀沼フィッシングセンター

●は本紙に情報掲載のある場所です

秋と言えば何を思い浮かべますか？

趣味・食欲・スポーツ・

芸術・読書…などなど。今回は芸術と読書に注目し、我孫
子市内でじっくり浸れるスポットをご紹介します。

我孫子市民図書館
我孫子市民図書館は、ア
ビスタ本館、湖北台分館、
布佐分 館、で構成されて
います。また、移 動図書
館「そよか ぜ号」が 市内
14 ヶ所を巡回しています。
全体の蔵書数はなんと約
418,000 冊！ 文学作品は
もちろん、図鑑や実用書、
児童書、最新の雑誌まで
お問合せ：
楽しむことができます。さらに郷土資料も充
アビスタ本館
実しており、我孫子の歴史に浸ることもでき
０４-７１８４-１１１０
ます。
午前９時３０分〜午後８時
この秋は我孫子市民図書館で読書を満喫し
千葉県我孫子市若松２６-４
てみてはいかがですか？ 詳しいご利用方法
湖北台分館
は「我孫子市民図書館」ホームページをご
０４-７１８７-３０５５
午前９時３０分〜午後５時
覧ください。
千葉県我孫子市湖北台９-３-６
https://www.library.city.abiko.chiba.jp/
布佐分館

移動図書館（そよかぜ号）

竹内神社
手賀沼遊歩道

「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

所 旧村川別荘 千葉県我孫子市寿 2-27-9

０４-７１８９-１３１１
午前９時３０分〜午後５時
千葉県我孫子市新々田１０９-１

新木

布

2

JR 成田線

湖北台分館

手賀沼
道の駅
しょうなん

利根

356
東我孫子

アビシルベ
杉村楚人冠
記念館

北柏
ふるさと公園

ギャラリー翠

JR 常磐線 天王台

竹灯篭およそ 600 本を設置し、初秋の旧村川別荘
へ皆様をお招きします。我孫子の昔懐かしい別荘
地で、癒しのひとときを体験して頂けます。
10 回目を迎える今回は、1 日目に SP レコードの鑑
賞会を、2日目にコカリナの生演奏をお送りします。
幻想的な空気に包まれる別荘をお楽しみください。

住宅街にひっそりとたたずむ骨董
品店。人間国宝の作品の他、武
者小路実篤や柳宗悦など我孫子
にゆかりのある人物の品物も多数
取り扱っています。ちょっといい
物を家に置いてみたいという方必
見です。お求めやすい品物もあり。
知識がなくても気さくなスタッフが
丁寧に対応してくれます。まずは
気軽に立ち寄ってみてはいかがで
すか？

ます。昨年に引き続

千葉県我孫子市布佐 1218

土

17：00 〜 19：00
（荒天中止）

古美術・骨董
「ギャラリー翠」

の サンバステッ

↑取
手

←柏

金

〜秋〜 芸術と読書に浸る

華麗なダンサー

古利根沼

けやきプラザ
イトーヨーカドー南口店

7 10 8

タ ン バ リ ン、

スケジュール：
17 日（土）10：40 〜御神輿渡御式典【竹内神社】
18 日（日）19：30 〜五町山車の競演【二丁目御仮屋前】
19 日（月）11：00 〜御神輿渡御式典【二丁目御仮屋前】
19：30 〜五町山車の競演【ナリタヤ食彩館駐車場】
所 我孫子市布佐竹内神社周辺
問 080-1091-4757（大塚）

25

9：00 〜
サンバパレード 14：00 〜

17 18 19
土

9

10：00 〜 14：00

千葉県我孫子市我孫子新田 9-1
手賀沼公園から柏方面へ 600m
Tel.04-7108-3171
営業時間 9:30〜17:00 年末年始のみ休業

歴史を振り返る写真展を開

スターの展 示も行います。

24

土

所 問 あびこ農産物直売所あびこん

催で常磐 線と我孫子駅の

子駅開業 120 周年記念ポ

!

新米全品が10 パーセント割引で購入できるほか、
みんなで作るなが〜い手巻き寿司や、あつあつ
炊きたてご飯を味わう体験型のイベントも実施。

10：00 〜 18：00
（予定）
荒天中止

迎えます！

9
とれ

ました
米が収獲

今年も美

土

業し、今年で 120 周年を

JR 常磐線我孫子駅自由通路

新米フェア

2016 年 9 月

所：千葉県我孫子市本町 1-3-15
営業時間：11：00 〜 18：30
定休日：月曜・火曜
問合せ：04-7185-0030
駐車場：2 台あり

０４-７１８７-０９０９

＜移動図書館についてのお問い合わせ受付時間＞
火曜日：正午から午後５時まで
水曜日〜金曜日：午前９時〜正午まで
土曜日・祝日：午前９時〜午後５時まで
※日曜日・月曜日は受付していません

3
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館「そよか ぜ号」が 市内
14 ヶ所を巡回しています。
全体の蔵書数はなんと約
418,000 冊！ 文学作品は
もちろん、図鑑や実用書、
児童書、最新の雑誌まで
お問合せ：
楽しむことができます。さらに郷土資料も充
アビスタ本館
実しており、我孫子の歴史に浸ることもでき
０４-７１８４-１１１０
ます。
午前９時３０分〜午後８時
この秋は我孫子市民図書館で読書を満喫し
千葉県我孫子市若松２６-４
てみてはいかがですか？ 詳しいご利用方法
湖北台分館
は「我孫子市民図書館」ホームページをご
０４-７１８７-３０５５
午前９時３０分〜午後５時
覧ください。
千葉県我孫子市湖北台９-３-６
https://www.library.city.abiko.chiba.jp/
布佐分館

移動図書館（そよかぜ号）

竹内神社
手賀沼遊歩道

「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

所 旧村川別荘 千葉県我孫子市寿 2-27-9

０４-７１８９-１３１１
午前９時３０分〜午後５時
千葉県我孫子市新々田１０９-１

新木

布

2

JR 成田線

湖北台分館

手賀沼
道の駅
しょうなん

利根

356
東我孫子

アビシルベ
杉村楚人冠
記念館

北柏
ふるさと公園

ギャラリー翠

JR 常磐線 天王台

竹灯篭およそ 600 本を設置し、初秋の旧村川別荘
へ皆様をお招きします。我孫子の昔懐かしい別荘
地で、癒しのひとときを体験して頂けます。
10 回目を迎える今回は、1 日目に SP レコードの鑑
賞会を、2日目にコカリナの生演奏をお送りします。
幻想的な空気に包まれる別荘をお楽しみください。

住宅街にひっそりとたたずむ骨董
品店。人間国宝の作品の他、武
者小路実篤や柳宗悦など我孫子
にゆかりのある人物の品物も多数
取り扱っています。ちょっといい
物を家に置いてみたいという方必
見です。お求めやすい品物もあり。
知識がなくても気さくなスタッフが
丁寧に対応してくれます。まずは
気軽に立ち寄ってみてはいかがで
すか？

ます。昨年に引き続

千葉県我孫子市布佐 1218

土

17：00 〜 19：00
（荒天中止）

古美術・骨董
「ギャラリー翠」

の サンバステッ

↑取
手

←柏

金

〜秋〜 芸術と読書に浸る

華麗なダンサー

古利根沼

けやきプラザ
イトーヨーカドー南口店

7 10 8

タ ン バ リ ン、

スケジュール：
17 日（土）10：40 〜御神輿渡御式典【竹内神社】
18 日（日）19：30 〜五町山車の競演【二丁目御仮屋前】
19 日（月）11：00 〜御神輿渡御式典【二丁目御仮屋前】
19：30 〜五町山車の競演【ナリタヤ食彩館駐車場】
所 我孫子市布佐竹内神社周辺
問 080-1091-4757（大塚）

25

9：00 〜
サンバパレード 14：00 〜

17 18 19
土

9

10：00 〜 14：00

千葉県我孫子市我孫子新田 9-1
手賀沼公園から柏方面へ 600m
Tel.04-7108-3171
営業時間 9:30〜17:00 年末年始のみ休業

歴史を振り返る写真展を開

スターの展 示も行います。

24

土

所 問 あびこ農産物直売所あびこん

催で常磐 線と我孫子駅の

子駅開業 120 周年記念ポ

!

新米全品が10 パーセント割引で購入できるほか、
みんなで作るなが〜い手巻き寿司や、あつあつ
炊きたてご飯を味わう体験型のイベントも実施。

10：00 〜 18：00
（予定）
荒天中止

迎えます！

9
とれ

ました
米が収獲

今年も美

土

業し、今年で 120 周年を

JR 常磐線我孫子駅自由通路

新米フェア

2016 年 9 月

所：千葉県我孫子市本町 1-3-15
営業時間：11：00 〜 18：30
定休日：月曜・火曜
問合せ：04-7185-0030
駐車場：2 台あり

０４-７１８７-０９０９

＜移動図書館についてのお問い合わせ受付時間＞
火曜日：正午から午後５時まで
水曜日〜金曜日：午前９時〜正午まで
土曜日・祝日：午前９時〜午後５時まで
※日曜日・月曜日は受付していません

3

鳥 の博 物 館
イベント情報

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

10

Vol.42（2016 年 9 月 10 日発行）

8「秋の生き物たち」

常磐線

土

テーマトーク

講師：小林さやかさん
（山階鳥類研究所自然誌研究室専門員）

絶滅鳥カロライナインコの標本

定員：先着 50 名
場所：我孫子市鳥の博物館 2 階多目的ホール
参加費：無料（入館料が必要です）
主催・問合せ先：山階鳥類研究所（04-7182-1101）、
我孫子市鳥の博物館（04-7185-2212）

第 76 回企画展示「我孫子の鳥図鑑」- 市内で見られる全種の標本 - 11/6（日）まで開催中！

イベント情報

白樺文学館

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

9

25

朗読のひととき

日

10

白樺派、民藝などをテーマとした朗読会を 9 月より毎月開催いたします。
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。
内容：「母の死と新しい母」柳兼子対談「我孫子の頃」他

14:00 〜 15:00
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）
申込み・問合せ：白樺文学館まで電話予約

2

日

白樺サロンのひととき〜旅〜
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「旅」がテーマです。

14:00 〜 1 時間程度
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）

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

もうすぐ JBF！
鳥の街・我孫子駅前

10

「バードコンサート」

9

2

日

成田線

成田

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

ほくほくサンバ
10:00 〜 16:00

所 アビシルベ

17 9 18

土

日

所 問 アビシルベ

竹内神社例大祭

「箱日和」

クリエイティブ・スペース「ハコカラ」で過去に開催され
大好評だった「箱日和」があびマルシェにやってくる！
市内アーティストや作家、企業の物販や作品展示、ワー
クショップもあり。

今後のスケジュール

HomePage

我孫子市書道連盟展示
9/16（金）

アビスト de Night☆

LIVE !

アビシルベ または abikoinfo

abishirube または abikoinfo

LIVE !

9/19（月）〜9/22（木）17:00まで

箱日和inアビシルベ（展示）

9/26（月）13:00〜9/30（金）17:00まで

常磐線・我孫子駅開業120周年記念写真展
10/2（日）

もうすぐJBF！鳥の街・我孫子駅前
「バードコンサート」
10/3（月）13:00〜10/20（木）16:00まで

手賀沼で冬に見られる鳥84種とスケッチ展
アビプレ42号（2016年9月10日 発行）

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

あびマルシェ「箱日和」
ライブ・オン・アビシルベ

問 ジャパンバードフェスティバル（JBF）実行委員会事務局 Tel.04-7185-1484

アビシルベ または @ABISHIRUBE

9/17（土）・18（日）
9/18（日）

11 月に開催の鳥の祭典「Japan Bird Festival」が一足に先に楽しめる
プレイベント！ 手賀沼のうなきちさんもやってくる！

最新情報はインターネットで！

9/5（月）12:00〜 9/15（木）12:00まで

4

東京
品川

柏

＝

「明治期の標本が語るもの
8 〜絶滅鳥カロライナインコ〜」
土

10

上野

＊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︒

場所：鳥の博物館玄関前に集合
（事前申し込み不要）
参加費：100 円（中学生以下無料）

松戸
上野東京ライン

10:00 〜 12:00

博物館周辺の自然を散歩感覚で楽しむ自然観察会です。
冬を迎える準備をする生き物たちの様子を観察します。

13:30 〜 14:15

取手

我孫子

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

秋の我孫子はイベントがいっぱい！
・常磐線・我孫子駅開業１２０周年記念写真展
・竹内神社例大祭
・ほくほくサンバ
・あびこん新米フェア
・我孫子地区市民まつり
・旧村川別荘「竹灯篭の夕べ」
・鳥の博物館・白樺文学館イベント情報 我孫子地区市民まつり
・バードコンサート
特集 〜秋〜芸術と読書に浸る
・あびマルシェ「箱日和」
・ギャラリー翠
竹灯篭の夕べ

・我孫子市民図書館 など…
Go to next page

