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」がお届けする月刊情報誌

我孫子市制施行 45 周年を記念し、我孫子の魅力的な写真及び動画作品を募集します。
〇募集内容：テーマにそった未発表の写真または動画
〇応募資格：どなたでも可 ※無料
〇締め切り：平成２７年９月３０日（水）
【応募規定】【注意事項】他詳細は、アビシルベの HP でご確認ください。

応

賞

募

【フォト部門】
a. メール：2.0MB 以内の JPEG 形式の作品データとエントリーシートを添付し、
【フォト部門】 最優秀作品賞（1 作品）賞状、総額 5 万円相当の副賞
mail@abikoinfo.jp まで送付。（１作品１メール）
優秀作品賞（３作品）賞状及び副賞
b. 郵送または持参：作品データとエントリーシートを保存した CD-Ｒを我孫子
【ムービー部門】最優秀作品賞（1 作品）賞状、総額 5 万円相当の副賞
インフォメーションセンターまで郵送または持参。
優秀作品賞（３作品）賞状及び副賞
【ムービー部門】
※発表・展示・表彰式：2015 年 12 月
YouTube に再生時間３分以内のムービーをアップロード・公開し、URL をエン
トリーシートに記載。エントリーシートを添付し、mail@abikoinfo.jp まで送付。
主 問 我孫子インフォメーションセンター
【共通】エントリーシートはアビシルベ HP からダウンロードできます。

アビコインフォメーションプレス

Abiko Information Press

テーマ
我孫子市内の風景・イベント・街並みなど、
我孫子の魅力が伝わるもの。
見た人が我孫子に足を運びたくなるようなもの。

手賀沼のうなきちさん
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〒270-1151 千葉県我孫子市本町 2-2-6

「アビシルベ」活用ガイド

期間：平成２７年4月１日(水）〜

☆我孫子の観光・グルメスポットのご案内

ご予算にあわせて、我孫子市ふるさと産品の詰め合わせも
おつくりします。うなきちさんグッズの販売はアビシルベだけ！

☆市内のイベント・交通・企業・団体・行政などの情報満載
☆市内のイベント・交通・企業・団体・行政などの情報満載

アビプレ25号（平成27年3月25日 発行）

（柏市）

ふさだだしお
（我孫子市）

松戸さん
（松戸市）

4/17 金

木 我孫子市美術家協会展
最終日は 15 時まで
PR 展示

アビスト de Night☆

http://www.ustream.tv/channel/abistream

4/19 日 〜 4/27 月
4/29 水・祝

（印西市）

18:00〜

第 6 回アビシルベまつり

我孫子駅

アビシルベ

南口

我孫子インフォメーションセンター

）
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（手賀沼の

アビシルベ

いんザイ君

第６回アビシルベまつり PR 展示

我孫子の情報発信基地

また、
会おうな〜

公開生放送！

ゆ

我孫子のいろいろ八景 其の三
桜八景・水八景 展示 初日は 13 時から

トトリ

けやきプラザ

アビシルベ
アビイクオーレ

（取手市）

ラたち
ャ
キ
が
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あびかちゃん
（我孫子市）

沿線から

4/7 火 〜 4/16

ふっかちゃん

てくる！
っ
や

4/1 水 〜 4/14 火

作詞・作曲をした
♪鳥くんが
アビシルベまつり
に登場するよ！
お楽しみに！

（足立区）

深谷市イメージキャラクター

参加店舗などのお問い合わせは アビシルベ Tel.04-7100-0014 まで

アビシルベ月間予定

﹁アビシルベ﹂のテ�マソングをご存知ですか？

4

涙をふいてＡＨ
南へ向かえ さあ！
※
ようこそこの街ＯＨ 自由に飛び回れ
※※
ウォオウォーオ（×３） あびしるべ
ウォオウォーオ（×３） あびしるべ

ビュー坊

カシワニ

更に「ダブルチャンス賞」に応募。抽選で
iPad mini が期間中合計２名様に当たります。

☆季節を楽しむイベント開催

プラットホームにたたずんで 一人途方に暮れていた
思いだしてくれ この場所を 転ばぬように走るんだ
行きたい場所はどこですか 知りたいことはなんですか
ほしいものはありますか やりたいことはなんですか

（我孫子市）

スタンプカードにスタンプを集めて、
『手賀沼のうなきちさんグッズ』をゲット！

市内団体・企業の発表の場などとして、無料で利用できる
展示スペースがあります。ご利用希望日の３か月前までに
アビシルベにてお申し込みください。

どこへ行こうかＡＨ 地図を開いて さあ！
※我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

手賀沼のうなきちさん

もれなくオリジナル缶バッジをプレゼント！

☆展示室の催し

一人一人 それぞれが、思い思いに描いてる
夢の途中で立ち寄る場所さ 気軽に扉をノックして
近道するか 遠回りするか そんなにたいしたことじゃない
君がもし明日を探しているなら きっとココへ来るはずさ

アビシルベまつり

『鴨料理』を食べて、
いろいろなお得アイテムをゲットしよう！

１ヶ月無料で利用できるパンフレットコーナーがあります。
ご利用希望の方は、アビシルベまで。
（アビシルベ HP から申込用紙をダウンロード可）

作詞・作曲 永井真人（♪鳥くん）

29

水・祝

我孫子市内のキャンペーン参加店舗で

☆我孫子のお土産や手賀沼のうなきちさんグッズを販売
☆我孫子のお土産や手賀沼のうなきち
さんグッズを販売

あびしるべ

4

〜平成２８年２月２８日（日）

散策のためのオリジナルマップや各種パンフレットをご用意。
グループでの散策の行程表作成のお手伝いも致します。

カヌーツアー（７月、９月）
歴史文学ツアー（10 月）
元旦イベント（１月）
成人式記念撮影会 (１月）
ひな祭り記念撮影会 (２月）

TEL.04-7100-0014

第6回

祝・開業！

まつなしくん
（JR 東日本）

チーバくん
（千葉県）

イトーヨーカドー
我孫子南口店

・・
・・

国道 356 号

開館時間／9:00〜18:00 金・土・休前日は〜20:00
〒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

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

開催！

Vol. 25

詳しいプログラムはアビプレ 5 月号（4 月 19 日発行）でお知らせします。

第6回
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水・祝

アビシルベまつり

10:00〜15:00

吉岡茶房

ふさだだしお

※イベント開始時間は、当日変更となる
場合がありますのでご了承ください。

我孫子市観光 PR キャラクター

あびかちゃん

水森由菜

手賀沼の
うなきちさん

〈端午の節句バージョン〉

The PIPITZ
♪鳥くん ＆

プロフィール

トトリ

カシワニ

ビュー坊
「美しく、安全で
住みよいまちづ
くり」を願う、
区民ひとりひ
とりの 強 い思
いがエネルギー
を生み、ついに妖精
の姿として具現化しまし
た。現在は、ビューティフル・ウィン
ドウズ運動の理念を伝えるメッセン
ジャーとして活躍しています。

2

・トマトジャム
・トマト＆ニンジンジャム
・グリーントマトソース

うなきちのバーガー

マラサダドーナツ

（湖北）

◉100 個限定

衣・食・住・遊。
何で も 揃う 皆 の
ホームタウン千葉
県柏市！
そんな柏市をもっ
とみんなに好き
になって欲しい！
だから今日もカシワニは伝えます。
…「おいでよ！カシワニ ( 柏に )！」

まつど応援キャラクター
( 松戸中央ライオンズクラブ )

松戸さん
「みんなを笑顔に！」
をコンセプトに、ビ
シッときめたスーツ
姿で「出勤」しては、
たくさんの皆さんと
触 れ あっています。
まじめでかわいいお
じさんを目指しています！？
口癖は「まつどぉ〜」

千葉県マスコットキャラクター

埼玉県深谷市イメージキャラクター

チーバくん

ふっかちゃん

千葉県に住む
不思 議 ないきもの。
好奇心旺盛でいろ
いろなことに挑戦
する の が 大 好き。
未知のものに立ち
向かうときほど勇
気と情熱で、からだが赤く輝く。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。

地元名産「深
谷ねぎ」のし
な や かで 豪 快
な 角 が 特 徴。
胸には、市の花
「チューリップ」
© 深谷市
のボタン。とて
もカワイイ、あま〜いマスクで深谷市
の魅力を発信中！《ゆるキャラグラン
プリ２０１４》準グランプリ！！

かば焼き風のチキンをピタパ ハワイのドーナツ「マラサダ」。
ンに入れたおしゃれな一品。 揚げたて、ふわふわのマラサ
我孫子市産のタマゴ、トマ ダは、やみつきになる美味しさ。
ト、我孫子市内のうなぎ屋
さんのタレを使用しました。

午前中に売り切れてしまう
ことも多い湖北の人気ベーカ
リー。
「楽しんでパンを買っ
てもらいたい」という店主
のこだわりが詰まった、季
節感あふれるパンが魅力。

川村学園女子大学生活文化
学科の学生が我孫子産野菜
の活用を目的に開発。完熟
トマトを生かしたジャムのほ
か、熟す前に落下したグリー
ントマトにニンニクをきかせ
たソースも評判。

千葉とみい

弥生軒
（我孫子）
唐揚げそば

ハリオン

（我孫子）
・インドカレー＆ナン
・ラッシー 他

（天王台）
・うなぎおにぎり
・うなきち御膳

白花豆とお多福豆をバター
のたっぷり入ったパイ生地で
包み焼き上げました。今年、
「我孫子市ふるさと産品」に
新しく仲間入りした、我孫
子店のみの限定商品です！

知る人ぞ知る、我孫子の名
物。どんぶりからはみ出る大
きな唐揚げが特徴で、口コ
ミでうわさになり、マスコミ
等に取り上げられています。

近隣に４店舗を構える人気
のインド・ネパールレストラ
ン。子どもからお年寄りま
で幅広い年代に好まれてい
るインドカレーを自慢の焼き
たてのナンと一緒にどうぞ。

人 気 のうなぎおにぎりは、
地元の鰻屋さんのたれで味
付けしたご飯にウナギ入り
の「ひつまぶし」と細かく
刻んだ胡瓜を混ぜたご飯に
ウナギ入りの「きゅうりかっ
ぱ」の２種類。

笑福

喜久屋秀峰

（天王台）
・柏餅 ・赤飯
・みたらし団子

きくやしゅうほう

i-

三令-mire

会場内をお散歩しているよ。
ゆるキャラたち（予定） みんな会いに来てね！

かしわインフォメーションセンター

足立区ビューティフル・ウィンドウズ
運動キャラクター

ズ
びっこチアー
セントラルあ＆
ズダンサーズ
あびっこキッ

【手賀沼のうなきちさん】趣味は手賀沼 【ふさだだしお】３００年以上続く伝統 【あびかちゃん】特技は河童音頭・カッ
の湖 畔でボーとすることや、魚や水辺
ある布佐竹内神社の祭りの山車からイ パ ダンス。頭のカッパのお皿は手賀沼
の鳥とのおしゃべり。我孫子の歴史散
メージして作られました。チャームポイ
をイメージ。その上に市の鳥オオバン、
策やお祭りに行くのも大好き。触ると、 ントは腹筋。婚活中の「永遠の２８才」。 市の花ツツジの髪飾りをつけています。
なにかとうなぎのぼりになるらしい…

取手市制４０周年記念事業ゆるキャラ

取 手 市を古くから
見守っているフクロ
ウ一族のこども。
取 手 市 の キャラク
ターシンボルマーク
「フクタロウ」の孫で、
不 思 議 なも の が 大 好
き。芸 術を愛し、知り
たがり屋で、好 物 はた
い焼き。怖いものは椋鳥 ( ムクドリ )。

パン各種

全国で５軒しかない天然氷
を製造する蔵元の中の一つ、
日光「四代目徳次郎」の天
然氷を使用したふわふわの
かき氷。
「生いちごミルク」
などのこだわりシロップも
絶品！
（我孫子）
・あびこパイ
・チーバくんグッズ

ＩＯ
ＣＥ ＳＴＵＤ
Ｎ
Ａ
Ｄ
Ｏ
．
Ｙ

遊びに来てくれる

BRAT

（我孫子）

我孫子市布佐地区
復興支援キャラクター

参加費無料 / 景品・参加賞あり

「あびこカッパまつり」
イメージキャラクター

ン
手賀沼ジュ

カフェドック

（天王台）

１０：３０頃〜ゆるキャラ大集合
１４：３０頃〜ゆるキャラじゃんけん大会

問 アビシルベ TEL.04-7100-0014

歌ネタ王決定戦
2014 優勝

川村学園女子大学

沿線からゆるキャラたちがやってくる！

けやきプラザ広場
アビイクオーレ
アビシルベ

〜我孫子のグルメを制覇しよう！〜

コッコパン
（湖北）

（我孫子）
・天然氷のかき氷
・自家焙煎アイスコーヒー

〜祝・上野東京ライン開業！〜

※雨天実施
（内容に一部変更あり）
所

我孫子で話題のグルメが勢ぞろい！

2015 年 4 月

印西市マスコットキャラクター

いんザイ君
市の花・コスモス
と同じ色のサイの
キ ャ ラ ク タ ー。
シッポにもコスモ
スの花が咲いてい
ま す。印 西 市 の
「印」の文字の印
鑑がトレードマークです。
ぴょこぴょこ歩く姿がとってもかわい
い！みなさんなかよくしてくだサイ！！
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「ま
つなしくん」
。誕
生日も７ ( な )４
( し ) で７月４日。
どうしても駅長さ
んになりたくて、駅長服をお母さんに
作ってもらった。みんなとお友達になっ
て写真をとることが大好きな６歳 ( 幼
稚園年長 )。でも、毛虫は嫌い…

天王台で開業３０年。地元で
長く愛され続けてきた和菓子
屋さんです。端午の節句のお
祝いに喜久屋さんの人気の柏
餅と赤飯をどうぞ。

☆
『金華さば味噌煮缶詰（FOODEX JAPAN2015 で最高金賞受賞）
』など宮城県石巻市の被災したメーカーの商品の販売。
☆軽喫茶ぽぽら（けやきプラザ１階） ランチメニューご注文の方先着３０名様にアイスクリームを１つプレゼント！

我孫子クイズラリー

ソープカービング体験
せっけんで香りも見た目も美しい
お花を作ってみませんか？

恒例！ 豪華景品が当たる大抽選会開催！
10:00〜

先着 500 名

☆初心者にもできる彫刻刀でのカービング☆
講師
せっけん・フルーツの彫刻教室
「Carving Lily」すずきかずえ
時間
①10：00 〜②10：30 〜
③11：00 〜④11：30 〜
⑤13：00 〜⑥13：30 〜
⑦14：00 〜
（制作時間約１５分）

参加費無料

会場をめぐりながら
我孫子のご当地クイズ 4 問全問に正解して、
ハズレなし大抽選会に参加しよう！

１等：千葉県内有名テーマパークペアチケット

◉対象・定員：小学生以上、５６名（予約先着順）
◉参加費無料
◉イベント参加方法
４月１６日（木）より電話またはアビシルベにて受付します。
TEL. アビシルベ 04-7100-0014

※その他、我孫子市ふるさと産品など魅力的な景品がいっぱい！

親子で楽しめる
イベントがいっぱい！◉参加費無料
駅長服を着てみよう

我孫子駅

南口

けやきプラザ
アビシルベまつり会場

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

白バイ、パトカー、
消防車の体験乗車

◉対象・定員：小学生以下、先着順

・・
・・

国道 356 号

当日、会場周辺道路の一部が通行止めとなります。

ご来場プレゼント！
第 6 回 アビシルベまつり

引換券

当日この券をお持ちいただくと
「手賀沼のうなきちさんオリジナル缶バッジ」
を一つ差し上げます。
◉先着 500 名様
◉1 家族様につき１回限りとさせていただきます

アンケートにご協力ください

（
◎本日のご来場人数は？

名）
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「みんなを笑顔に！」
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姿で「出勤」しては、
たくさんの皆さんと
触 れ あっています。
まじめでかわいいお
じさんを目指しています！？
口癖は「まつどぉ〜」

千葉県マスコットキャラクター

埼玉県深谷市イメージキャラクター

チーバくん

ふっかちゃん

千葉県に住む
不思 議 ないきもの。
好奇心旺盛でいろ
いろなことに挑戦
する の が 大 好き。
未知のものに立ち
向かうときほど勇
気と情熱で、からだが赤く輝く。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。

地元名産「深
谷ねぎ」のし
な や かで 豪 快
な 角 が 特 徴。
胸には、市の花
「チューリップ」
© 深谷市
のボタン。とて
もカワイイ、あま〜いマスクで深谷市
の魅力を発信中！《ゆるキャラグラン
プリ２０１４》準グランプリ！！

かば焼き風のチキンをピタパ ハワイのドーナツ「マラサダ」。
ンに入れたおしゃれな一品。 揚げたて、ふわふわのマラサ
我孫子市産のタマゴ、トマ ダは、やみつきになる美味しさ。
ト、我孫子市内のうなぎ屋
さんのタレを使用しました。

午前中に売り切れてしまう
ことも多い湖北の人気ベーカ
リー。
「楽しんでパンを買っ
てもらいたい」という店主
のこだわりが詰まった、季
節感あふれるパンが魅力。

川村学園女子大学生活文化
学科の学生が我孫子産野菜
の活用を目的に開発。完熟
トマトを生かしたジャムのほ
か、熟す前に落下したグリー
ントマトにニンニクをきかせ
たソースも評判。

千葉とみい

弥生軒
（我孫子）
唐揚げそば

ハリオン

（我孫子）
・インドカレー＆ナン
・ラッシー 他

（天王台）
・うなぎおにぎり
・うなきち御膳

白花豆とお多福豆をバター
のたっぷり入ったパイ生地で
包み焼き上げました。今年、
「我孫子市ふるさと産品」に
新しく仲間入りした、我孫
子店のみの限定商品です！

知る人ぞ知る、我孫子の名
物。どんぶりからはみ出る大
きな唐揚げが特徴で、口コ
ミでうわさになり、マスコミ
等に取り上げられています。

近隣に４店舗を構える人気
のインド・ネパールレストラ
ン。子どもからお年寄りま
で幅広い年代に好まれてい
るインドカレーを自慢の焼き
たてのナンと一緒にどうぞ。

人 気 のうなぎおにぎりは、
地元の鰻屋さんのたれで味
付けしたご飯にウナギ入り
の「ひつまぶし」と細かく
刻んだ胡瓜を混ぜたご飯に
ウナギ入りの「きゅうりかっ
ぱ」の２種類。

笑福

喜久屋秀峰

（天王台）
・柏餅 ・赤飯
・みたらし団子

きくやしゅうほう

i-

三令-mire

会場内をお散歩しているよ。
ゆるキャラたち（予定） みんな会いに来てね！

かしわインフォメーションセンター

足立区ビューティフル・ウィンドウズ
運動キャラクター

ズ
びっこチアー
セントラルあ＆
ズダンサーズ
あびっこキッ

【手賀沼のうなきちさん】趣味は手賀沼 【ふさだだしお】３００年以上続く伝統 【あびかちゃん】特技は河童音頭・カッ
の湖 畔でボーとすることや、魚や水辺
ある布佐竹内神社の祭りの山車からイ パ ダンス。頭のカッパのお皿は手賀沼
の鳥とのおしゃべり。我孫子の歴史散
メージして作られました。チャームポイ
をイメージ。その上に市の鳥オオバン、
策やお祭りに行くのも大好き。触ると、 ントは腹筋。婚活中の「永遠の２８才」。 市の花ツツジの髪飾りをつけています。
なにかとうなぎのぼりになるらしい…

取手市制４０周年記念事業ゆるキャラ

取 手 市を古くから
見守っているフクロ
ウ一族のこども。
取 手 市 の キャラク
ターシンボルマーク
「フクタロウ」の孫で、
不 思 議 なも の が 大 好
き。芸 術を愛し、知り
たがり屋で、好 物 はた
い焼き。怖いものは椋鳥 ( ムクドリ )。

パン各種

全国で５軒しかない天然氷
を製造する蔵元の中の一つ、
日光「四代目徳次郎」の天
然氷を使用したふわふわの
かき氷。
「生いちごミルク」
などのこだわりシロップも
絶品！
（我孫子）
・あびこパイ
・チーバくんグッズ

ＩＯ
ＣＥ ＳＴＵＤ
Ｎ
Ａ
Ｄ
Ｏ
．
Ｙ

遊びに来てくれる

BRAT

（我孫子）

我孫子市布佐地区
復興支援キャラクター

参加費無料 / 景品・参加賞あり

「あびこカッパまつり」
イメージキャラクター

ン
手賀沼ジュ

カフェドック

（天王台）

１０：３０頃〜ゆるキャラ大集合
１４：３０頃〜ゆるキャラじゃんけん大会

問 アビシルベ TEL.04-7100-0014

歌ネタ王決定戦
2014 優勝

川村学園女子大学

沿線からゆるキャラたちがやってくる！

けやきプラザ広場
アビイクオーレ
アビシルベ

〜我孫子のグルメを制覇しよう！〜

コッコパン
（湖北）

（我孫子）
・天然氷のかき氷
・自家焙煎アイスコーヒー

〜祝・上野東京ライン開業！〜

※雨天実施
（内容に一部変更あり）
所

我孫子で話題のグルメが勢ぞろい！

2015 年 4 月

印西市マスコットキャラクター

いんザイ君
市の花・コスモス
と同じ色のサイの
キ ャ ラ ク タ ー。
シッポにもコスモ
スの花が咲いてい
ま す。印 西 市 の
「印」の文字の印
鑑がトレードマークです。
ぴょこぴょこ歩く姿がとってもかわい
い！みなさんなかよくしてくだサイ！！
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「ま
つなしくん」
。誕
生日も７ ( な )４
( し ) で７月４日。
どうしても駅長さ
んになりたくて、駅長服をお母さんに
作ってもらった。みんなとお友達になっ
て写真をとることが大好きな６歳 ( 幼
稚園年長 )。でも、毛虫は嫌い…

天王台で開業３０年。地元で
長く愛され続けてきた和菓子
屋さんです。端午の節句のお
祝いに喜久屋さんの人気の柏
餅と赤飯をどうぞ。

☆
『金華さば味噌煮缶詰（FOODEX JAPAN2015 で最高金賞受賞）
』など宮城県石巻市の被災したメーカーの商品の販売。
☆軽喫茶ぽぽら（けやきプラザ１階） ランチメニューご注文の方先着３０名様にアイスクリームを１つプレゼント！

我孫子クイズラリー

ソープカービング体験
せっけんで香りも見た目も美しい
お花を作ってみませんか？

恒例！ 豪華景品が当たる大抽選会開催！
10:00〜

先着 500 名

☆初心者にもできる彫刻刀でのカービング☆
講師
せっけん・フルーツの彫刻教室
「Carving Lily」すずきかずえ
時間
①10：00 〜②10：30 〜
③11：00 〜④11：30 〜
⑤13：00 〜⑥13：30 〜
⑦14：00 〜
（制作時間約１５分）

参加費無料

会場をめぐりながら
我孫子のご当地クイズ 4 問全問に正解して、
ハズレなし大抽選会に参加しよう！

１等：千葉県内有名テーマパークペアチケット

◉対象・定員：小学生以上、５６名（予約先着順）
◉参加費無料
◉イベント参加方法
４月１６日（木）より電話またはアビシルベにて受付します。
TEL. アビシルベ 04-7100-0014

※その他、我孫子市ふるさと産品など魅力的な景品がいっぱい！

親子で楽しめる
イベントがいっぱい！◉参加費無料
駅長服を着てみよう

我孫子駅

南口

けやきプラザ
アビシルベまつり会場

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

白バイ、パトカー、
消防車の体験乗車

◉対象・定員：小学生以下、先着順

・・
・・

国道 356 号

当日、会場周辺道路の一部が通行止めとなります。

ご来場プレゼント！
第 6 回 アビシルベまつり

引換券

当日この券をお持ちいただくと
「手賀沼のうなきちさんオリジナル缶バッジ」
を一つ差し上げます。
◉先着 500 名様
◉1 家族様につき１回限りとさせていただきます

アンケートにご協力ください

（
◎本日のご来場人数は？

名）

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」がお届けする月刊情報誌

我孫子市制施行 45 周年を記念し、我孫子の魅力的な写真及び動画作品を募集します。
〇募集内容：テーマにそった未発表の写真または動画
〇応募資格：どなたでも可 ※無料
〇締め切り：平成２７年９月３０日（水）
【応募規定】【注意事項】他詳細は、アビシルベの HP でご確認ください。

応

賞

募

【フォト部門】
a. メール：2.0MB 以内の JPEG 形式の作品データとエントリーシートを添付し、
【フォト部門】 最優秀作品賞（1 作品）賞状、総額 5 万円相当の副賞
mail@abikoinfo.jp まで送付。（１作品１メール）
優秀作品賞（３作品）賞状及び副賞
b. 郵送または持参：作品データとエントリーシートを保存した CD-Ｒを我孫子
【ムービー部門】最優秀作品賞（1 作品）賞状、総額 5 万円相当の副賞
インフォメーションセンターまで郵送または持参。
優秀作品賞（３作品）賞状及び副賞
【ムービー部門】
※発表・展示・表彰式：2015 年 12 月
YouTube に再生時間３分以内のムービーをアップロード・公開し、URL をエン
トリーシートに記載。エントリーシートを添付し、mail@abikoinfo.jp まで送付。
主 問 我孫子インフォメーションセンター
【共通】エントリーシートはアビシルベ HP からダウンロードできます。

アビコインフォメーションプレス

Abiko Information Press

テーマ
我孫子市内の風景・イベント・街並みなど、
我孫子の魅力が伝わるもの。
見た人が我孫子に足を運びたくなるようなもの。

手賀沼のうなきちさん

2015 年 4 月
Vol. 25

方
法

〒270-1151 千葉県我孫子市本町 2-2-6

「アビシルベ」活用ガイド

期間：平成２７年4月１日(水）〜

☆我孫子の観光・グルメスポットのご案内

ご予算にあわせて、我孫子市ふるさと産品の詰め合わせも
おつくりします。うなきちさんグッズの販売はアビシルベだけ！

☆市内のイベント・交通・企業・団体・行政などの情報満載
☆市内のイベント・交通・企業・団体・行政などの情報満載

アビプレ25号（平成27年3月25日 発行）

（柏市）

ふさだだしお
（我孫子市）

松戸さん
（松戸市）

4/17 金

木 我孫子市美術家協会展
最終日は 15 時まで
PR 展示

アビスト de Night☆

http://www.ustream.tv/channel/abistream

4/19 日 〜 4/27 月
4/29 水・祝

（印西市）

18:00〜

第 6 回アビシルベまつり

我孫子駅

アビシルベ

南口

我孫子インフォメーションセンター

）
うなきちさん
（手賀沼の

アビシルベ

いんザイ君

第６回アビシルベまつり PR 展示

我孫子の情報発信基地

また、
会おうな〜

公開生放送！

ゆ

我孫子のいろいろ八景 其の三
桜八景・水八景 展示 初日は 13 時から

トトリ

けやきプラザ

アビシルベ
アビイクオーレ

（取手市）

ラたち
ャ
キ
が
る

あびかちゃん
（我孫子市）

沿線から

4/7 火 〜 4/16

ふっかちゃん

てくる！
っ
や

4/1 水 〜 4/14 火

作詞・作曲をした
♪鳥くんが
アビシルベまつり
に登場するよ！
お楽しみに！

（足立区）

深谷市イメージキャラクター

参加店舗などのお問い合わせは アビシルベ Tel.04-7100-0014 まで

アビシルベ月間予定

﹁アビシルベ﹂のテ�マソングをご存知ですか？

4

涙をふいてＡＨ
南へ向かえ さあ！
※
ようこそこの街ＯＨ 自由に飛び回れ
※※
ウォオウォーオ（×３） あびしるべ
ウォオウォーオ（×３） あびしるべ

ビュー坊

カシワニ

更に「ダブルチャンス賞」に応募。抽選で
iPad mini が期間中合計２名様に当たります。

☆季節を楽しむイベント開催

プラットホームにたたずんで 一人途方に暮れていた
思いだしてくれ この場所を 転ばぬように走るんだ
行きたい場所はどこですか 知りたいことはなんですか
ほしいものはありますか やりたいことはなんですか

（我孫子市）

スタンプカードにスタンプを集めて、
『手賀沼のうなきちさんグッズ』をゲット！

市内団体・企業の発表の場などとして、無料で利用できる
展示スペースがあります。ご利用希望日の３か月前までに
アビシルベにてお申し込みください。

どこへ行こうかＡＨ 地図を開いて さあ！
※我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

手賀沼のうなきちさん

もれなくオリジナル缶バッジをプレゼント！

☆展示室の催し

一人一人 それぞれが、思い思いに描いてる
夢の途中で立ち寄る場所さ 気軽に扉をノックして
近道するか 遠回りするか そんなにたいしたことじゃない
君がもし明日を探しているなら きっとココへ来るはずさ

アビシルベまつり

『鴨料理』を食べて、
いろいろなお得アイテムをゲットしよう！

１ヶ月無料で利用できるパンフレットコーナーがあります。
ご利用希望の方は、アビシルベまで。
（アビシルベ HP から申込用紙をダウンロード可）

作詞・作曲 永井真人（♪鳥くん）

29

水・祝

我孫子市内のキャンペーン参加店舗で

☆我孫子のお土産や手賀沼のうなきちさんグッズを販売
☆我孫子のお土産や手賀沼のうなきち
さんグッズを販売

あびしるべ

4

〜平成２８年２月２８日（日）

散策のためのオリジナルマップや各種パンフレットをご用意。
グループでの散策の行程表作成のお手伝いも致します。

カヌーツアー（７月、９月）
歴史文学ツアー（10 月）
元旦イベント（１月）
成人式記念撮影会 (１月）
ひな祭り記念撮影会 (２月）

TEL.04-7100-0014

第6回

祝・開業！

まつなしくん
（JR 東日本）

チーバくん
（千葉県）

イトーヨーカドー
我孫子南口店

・・
・・

国道 356 号

開館時間／9:00〜18:00 金・土・休前日は〜20:00
〒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

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

開催！

