水の館

プラネタリウム

新番組公開中！

Vol.68（2018 年 11 月 10 日発行）

上映日：土・日・祝日
10：00/13：00/15：00 ◎テーマ番組
11：00/14：00/16：00 ☆星空解説

常磐線

松戸
上野

ジャパンバードフェスティバル連携番組です。星座には鳥の名前も多く
登場します。今回は 9 つある鳥の星座のお話が中心になっています。

東京
品川

☆星空解説「今夜、なにがみえるかな」

CHIBA

＝
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ABIKO

「アビシルベ」発行（月刊）

千葉県我孫子市高野山新田 193
問 手賀沼親水広場 水の館 施設利用窓口 Tel. 04-7184-0555

日

成田

我孫子インフォメーションセンター

手賀沼親水広場水の館 3F プラネタリウム

12

成田線

千葉県我孫子市の
情報発信基地

手賀沼上空に広がる夜空を投影し、季節ごとの星空を解説付きでお楽し
みいただけます。現在は秋の星空を上映中です。

白樺文学館

柏

上野東京ライン

◎テーマ番組「夜空を旅する星の鳥」

所

取手

我孫子

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

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏、
学芸員の軽快なトークをお楽しみいただきます。

白樺の調べ

14：00〜15：00

場所：1 階ピアノサロン
定員：先着 20 名
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

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）年末年始休館（12/29〜1/3）
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

鳥 の 博 物 館 あびこ自然観察隊
「晩秋の手賀川観察会」
11
23
金・祝

12

8

土

てがたん

「ホオジロたちの暮らしかた」

10：00〜12：00

手賀沼周辺でみられる
ホオジロ科 4 種を探し
ながら、食べ物やくら
す環境を比べてみます。

9：00〜12：00

手賀沼周辺の水田地帯やヨシ原で、
越冬のためにやってくる渡り鳥を
観察します。
10 月下旬ごろに北海道などから
渡ってくるオオジュリン

日立総合経営研修所庭園公開

新そばまつり

農業まつり

我孫子市和太鼓祭り

郷土芸能祭

あびこ国際交流まつり

やぶの中から出てきてエサを
ついばむアオジ（ホオジロ科）

集合：午前 9：00 までに新木駅南口（ＪＲ成田線）
定員：電話申込先着 30 人（小学 3 年生以下は保護者同伴）
持ち物：歩きやすい靴と服装、帽子。お持ちの方は双眼鏡。
申込：電話で鳥の博物館へ（04-7185-2212）

集合：10 時までに鳥の博物館玄関前で受付
申込：不要
参加費：100 円（中学生以下は無料）

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、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円（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。）

アビシルベ月間予定
11／8（木）13：00〜 11／15（木）12：00

第72回東葛飾地方中学校
駅伝競走大会写真展
11／16（金）18：00〜

アビスト de Night☆ LIVE !
11／21（水）〜 12／2（日）17：00

平和の集い
〜我孫子から平和を願う〜
12／3（月）12：00〜 12／10（月）17：00

あびこホストファミリーの会
「あびこホストファミリーの会
WCIあびこツアー写真展」
4

アビプレ68号（2018年11月10日 発行）

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

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1番10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

◆日立総合経営研修所 庭園公開
◆新そばまつり
◆我孫子市農業まつり
◆第 8 回我孫子市和太鼓祭り
◆第 38 回郷土芸能祭
◆第 27 回あびこ国際交流まつり
◆手賀沼ふれあいウオーク 2018
◆我孫子ラーメン紀行第４弾・第 5 弾！ 豆でっぽう・豆の木
◆水の館プラネタリウム 新番組公開中
◆白樺文学館＆鳥の博物館イベント情報
Go to next page
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錦秋の庭園を巡る

第２7 回 日立総合経営研修所

開園 10：00 閉園 15：30
（入園は 15：00 まで）
雨天の場合 12/2（日）に順延

11

18 我孫子市

庭園公開

日

（株）日立総合経営研修所のご厚意で、
紅葉の庭園と手賀沼の眺めをお楽しみいただけます。
交通◯ＪＲ常磐線我孫子駅南口からバス、東我孫子車庫行で
我孫子中学校前（所要 15 分）下車徒歩１分。
◯鳥の博物館前経由天王台駅行で高野山新田
（所要時間 10 分）下車徒歩３分。
◯ＪＲ常磐線天王台駅・ＪＲ成田線東我孫子駅、
それぞれ徒歩 15 分
費用：100 円（小学生以下無料）
※我孫子の景観を育てる会に納入され、保険
料等当日の運営費用に使わせていただきます。
申込：不要
※駐車場はありません。庭内へのペット、飲食物の
持ち込みはできません。

所 株式会社日立総合経営研修所
千葉県我孫子市高野山 485（我孫子中学校前）
問 我孫子の景観を育てる会 ℡：090-6034-9149

11

10

土

11

本催しは、日立総合経営研修所が市民の要望に応えていただき、平成14年から始まりました。準
備運営は市民が協力し、「 企業・個人が維持する建物、庭、緑地を 地域の資源として、市民の
皆さんと一緒に理解し支えていこう 」という趣旨で行っています。
14,000 坪の敷地には、研修施設の他に、本館前の巨大なヒマラヤスギを中心にした記念樹庭園、
旧別館側の自然を生かした庭園、湧水の池、展望台などがあります。中でも観月台、茶亭「ほ
ととぎす」跡からの手賀沼の眺望は、我孫子随一と称されています。近隣市町からも多くの来客
があり、今では恒例行事になっています。
本庭園は、日立グループの他の５事業所とともに「生物多様性保全につながる企業のみどり100 選」
に選ばれています。
当日は先着 400 名様に「庭園公開の栞」プレゼント。園内ではコカリナの演奏や、お茶のサー
ビスもあります。
また、研修施設内食堂を開放し、我孫子名物「白樺派のカレー」
（700 円 200 食限定）を提供します。

新そばまつり

11

日

第 37 回

２つの蕎麦打ち道場（青山学舎・我孫子そばの会）
10：30〜15：00
が、それぞれこだわりの材料と製法で打ち上げた
雨天決行・荒天中止 蕎麦を提供します。味の違いをお楽しみください！
皆さまのご来場をお待ちしております！

11

17

土

第8回

我孫子市農業まつり

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 ℡：04-7185-1601

11

25

日

第 27 回

あびこ国際交流まつり

11：00 〜 16：00

「ホール」での歌と演奏、「ギャラリー」での外
国民芸品等・軽食販売及び展示、キッズコーナー

17 手賀沼ふれあいウオーク
2018

土

雨天実施・荒天中止

容盛りだくさん！このほかに、ホールでは外国人
による紙芝居や川村学園女子大生によるエプロ
ンシアターが、また、最後に見学者を対象にし
たお楽しみ抽選会が行われます。

演奏、シャンソン歌手府馬和歌子及びピアニス
ト鈴木裕子による歌と演奏、我孫子第四小学
校合唱部の合唱

他

○ギャラリー…フランスパン・クッキー・紅茶
試 飲・菓子パン・ナン・中国 他の民 芸品・韓
国のり等の販売。

問 我孫子市役所 農政課 ℡：04-7185-1481

11

他、「ロビー他」でのお茶席、着物体験など内

プダンス、筑波大学生によるフォルクローレの

所 手賀沼親水広場 水の館（館内・駐車場）千葉県我孫子市高野山新田 193

変更・中止する場合
がございます。

郷土芸能祭

所 我孫子市湖北地区公民館 千葉県我孫子市中里 81-3

○ホール…カッパダンスキッズによるヒップホッ

問 あびこ農産物直売所あびこん ℡：04-7168-0821

第 38 回

問 和太鼓祭り実行委員長 堀尾さん ℡：070-1510-8634

○投票しよう！農産物共進会
※投票時間 10：30 〜 11：30
我孫子の農業者が出品する農産物の品評会！
投票頂いた方にはプレゼントも有！
○やってみよう！体験・参加型コーナー
野菜カービング展示・体験、ふるまい餅、
コンバイン展示・写真撮影、映画上映会など！

所 手賀沼親水広場 千葉県我孫子市高野山新田 193 ※天候等により内容を

2

日

所 湖北台中央公園 JR 成田線湖北駅から徒歩 5 分

我孫子市内で採れた野菜の品評会や、直売、
体験コーナーなど内容盛りだくさん！
収穫の秋をめいっぱい楽しむおまつりです！

○食べてみよう！飲食コーナー
地元農産物を使った豚汁、あげ餅、
その他、加工品や川村学園女子大学
考案の新作お弁当など！
○聞いてみよう！栽培相談コーナー
プロが教える家庭菜園のコツ！

12

9：45〜14：30 市内和太鼓団体他、多数のステージは大迫力！毎年恒例、
12：00 開演 毎年恒例の郷土芸能祭。今年も我孫子市内各地から
あんこうの吊るし切りやあんこう鍋販売もありますよ！
（11：30 開場） 郷土芸能を行う団体が集まります。
あびこふるさと会、古戸はやし連中、ひょっとこ睦（カイ）
の他に市内の小中学校の生徒が出演します。
〈出演団体〉（順不同）
・並木ひびき太鼓
・坐孫子
・つくし野麒麟太鼓
〈出演〉
・和太鼓鼓作
・あびこふるさと会
・我孫子和太鼓龍翔
・古戸はやし連中
・湖北台河童太鼓
・ひょっとこ睦
・我孫子河童太鼓
・我孫子第四小学校
・ABIKO そーらんアスカ組
・湖北小学校
・我孫子河童音頭保存会
・布佐小学校
・自治会踊りサークル
・布佐中学校
・布佐商興会女性部
〈ゲスト〉
・布佐中学校郷土芸能クラブ
・つくし野麒麟太鼓

＜あびこ№1 の農産物を見つけよう！＞

10：00 〜 15：00
雨天実施・荒天中止

和太鼓祭り

：300 円、
○ロビー…お茶席（小笠原家茶道古流）
外国人の着物体験（予約制）、生け花展示

【時間・コース】
①手賀沼一周コース（20 ㎞）
②手賀沼半周コース（10 ㎞）
③探偵ウオークコース（4 ㎞）
①・②受付午前 8 時 30 分〜
③受付午前 9 時 30 分〜
※③限定で、親子向けイベント「うなきちさんのめがねを探せ！！」を
実施します。
【費用】
◎18 歳以上…500 円（事前申込 300 円）※参加費の払い戻しはできません。
◎18 歳未満…無料 ※保険加入が必要なため、当日受付を行ってください。
※駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください。

所 あびこ市民プラザ（千葉県我孫子市我孫子 4-11-1 あびこショッピングプラザ内）

所 手賀沼公園 JR 我孫子駅南口より南へ徒歩 10 分

問 我孫子市国際交流協会（AIRA）℡：04-7183-1231 メール：info@e-aira.jp

問 我孫子市健康づくり支援課 ℡：04-7185-1126

我孫子らーめん紀行 第４弾！ 我孫子らーめん紀行 第５弾！
豆の木

豆でっぽう

↑取
手

担々麺

MAP

中央学院大学

←柏

あびこ市民プラザ

旧村川別荘

アビスタ

杉村楚人冠
記念館

手賀沼公園

白樺文学館

北柏ふるさと公園

アビシルベ

川ゆ

市民体育館

川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

けやきプラザ

我孫子

利根

古利根沼

豆でっぽう

豆の木

356
東我孫子

湖北

JR 成田線

日立総合

我孫子市役所 経営研修所
山階鳥類研究所

鳥の博物館
五本松公園
水の館〈あびこん / プラネタリウム〉
手賀沼親水広場
手賀沼遊歩道

園

利根

川

北海道から空輸のモチモチ麺が特徴的な小樽らーめんのお店。
おススメは「小樽濃厚味噌ラーメン」。
毎日店で仕込むげんこつスープとニンニクの香味油は相性抜群！
全て国産の素材にこだわり作っています。
濃厚でコクがあるのに後味すっきり！
これからの季節に食べたくなる一品です。

新木

湖北台
中央公園

布佐市民の森

宮の森公園

旧井上家住宅

所 千葉県我孫子市つくし野１-１-２

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

→

田

成

「水の館」「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。
◉平日は天王台駅北口から「水の館」行きアイバスが運行。
◉土・日・祝は我孫子駅南口と天王台駅南口を結ぶ阪東バスが運行、「鳥の博物館前」下車 。

布

2

手賀沼

う公

小樽濃厚味噌ラーメン
880 円

湖北地区公民館

手賀大橋
道の駅
しょうなん

うゆ

2018 年 11 月

問 Tel.04-7197-2344
休 年中無休

営 11：00〜24：00

830 円

市民に愛される担々
麺が有名なお店。
おススメはもちろん
「担々麺」！
胡麻をふんだんに使った辛めのスープにナッツをかけることでより奥深い
味に仕上げています。肉味噌もたっぷりでまさに “食べるスープ” ！
担々麺ならではの甘辛い味のバランスが絶妙です。花山椒を加えると味
に変化が生まれます。一杯で２度
おいしい担々麺をお試しください。
所 千葉県我孫子市柴崎台 2-6-21
問 Tel.04-7185-4010
休 火曜日／夜休業…月曜日（祝日は開店）
営【月】11：30〜14：30

【水〜日】11:30〜14:30 ／ 17:30〜21:00

3
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錦秋の庭園を巡る

第２7 回 日立総合経営研修所

開園 10：00 閉園 15：30
（入園は 15：00 まで）
雨天の場合 12/2（日）に順延

11

18 我孫子市

庭園公開

日

（株）日立総合経営研修所のご厚意で、
紅葉の庭園と手賀沼の眺めをお楽しみいただけます。
交通◯ＪＲ常磐線我孫子駅南口からバス、東我孫子車庫行で
我孫子中学校前（所要 15 分）下車徒歩１分。
◯鳥の博物館前経由天王台駅行で高野山新田
（所要時間 10 分）下車徒歩３分。
◯ＪＲ常磐線天王台駅・ＪＲ成田線東我孫子駅、
それぞれ徒歩 15 分
費用：100 円（小学生以下無料）
※我孫子の景観を育てる会に納入され、保険
料等当日の運営費用に使わせていただきます。
申込：不要
※駐車場はありません。庭内へのペット、飲食物の
持ち込みはできません。

所 株式会社日立総合経営研修所
千葉県我孫子市高野山 485（我孫子中学校前）
問 我孫子の景観を育てる会 ℡：090-6034-9149
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11

本催しは、日立総合経営研修所が市民の要望に応えていただき、平成14年から始まりました。準
備運営は市民が協力し、「 企業・個人が維持する建物、庭、緑地を 地域の資源として、市民の
皆さんと一緒に理解し支えていこう 」という趣旨で行っています。
14,000 坪の敷地には、研修施設の他に、本館前の巨大なヒマラヤスギを中心にした記念樹庭園、
旧別館側の自然を生かした庭園、湧水の池、展望台などがあります。中でも観月台、茶亭「ほ
ととぎす」跡からの手賀沼の眺望は、我孫子随一と称されています。近隣市町からも多くの来客
があり、今では恒例行事になっています。
本庭園は、日立グループの他の５事業所とともに「生物多様性保全につながる企業のみどり100 選」
に選ばれています。
当日は先着 400 名様に「庭園公開の栞」プレゼント。園内ではコカリナの演奏や、お茶のサー
ビスもあります。
また、研修施設内食堂を開放し、我孫子名物「白樺派のカレー」
（700 円 200 食限定）を提供します。

新そばまつり

11

日

第 37 回

２つの蕎麦打ち道場（青山学舎・我孫子そばの会）
10：30〜15：00
が、それぞれこだわりの材料と製法で打ち上げた
雨天決行・荒天中止 蕎麦を提供します。味の違いをお楽しみください！
皆さまのご来場をお待ちしております！

11

17

土

第8回

我孫子市農業まつり

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 ℡：04-7185-1601

11

25

日

第 27 回

あびこ国際交流まつり

11：00 〜 16：00

「ホール」での歌と演奏、「ギャラリー」での外
国民芸品等・軽食販売及び展示、キッズコーナー

17 手賀沼ふれあいウオーク
2018

土

雨天実施・荒天中止

容盛りだくさん！このほかに、ホールでは外国人
による紙芝居や川村学園女子大生によるエプロ
ンシアターが、また、最後に見学者を対象にし
たお楽しみ抽選会が行われます。

演奏、シャンソン歌手府馬和歌子及びピアニス
ト鈴木裕子による歌と演奏、我孫子第四小学
校合唱部の合唱

他

○ギャラリー…フランスパン・クッキー・紅茶
試 飲・菓子パン・ナン・中国 他の民 芸品・韓
国のり等の販売。

問 我孫子市役所 農政課 ℡：04-7185-1481

11

他、「ロビー他」でのお茶席、着物体験など内

プダンス、筑波大学生によるフォルクローレの

所 手賀沼親水広場 水の館（館内・駐車場）千葉県我孫子市高野山新田 193

変更・中止する場合
がございます。

郷土芸能祭

所 我孫子市湖北地区公民館 千葉県我孫子市中里 81-3

○ホール…カッパダンスキッズによるヒップホッ

問 あびこ農産物直売所あびこん ℡：04-7168-0821

第 38 回

問 和太鼓祭り実行委員長 堀尾さん ℡：070-1510-8634

○投票しよう！農産物共進会
※投票時間 10：30 〜 11：30
我孫子の農業者が出品する農産物の品評会！
投票頂いた方にはプレゼントも有！
○やってみよう！体験・参加型コーナー
野菜カービング展示・体験、ふるまい餅、
コンバイン展示・写真撮影、映画上映会など！

所 手賀沼親水広場 千葉県我孫子市高野山新田 193 ※天候等により内容を

2

日

所 湖北台中央公園 JR 成田線湖北駅から徒歩 5 分

我孫子市内で採れた野菜の品評会や、直売、
体験コーナーなど内容盛りだくさん！
収穫の秋をめいっぱい楽しむおまつりです！

○食べてみよう！飲食コーナー
地元農産物を使った豚汁、あげ餅、
その他、加工品や川村学園女子大学
考案の新作お弁当など！
○聞いてみよう！栽培相談コーナー
プロが教える家庭菜園のコツ！

12

9：45〜14：30 市内和太鼓団体他、多数のステージは大迫力！毎年恒例、
12：00 開演 毎年恒例の郷土芸能祭。今年も我孫子市内各地から
あんこうの吊るし切りやあんこう鍋販売もありますよ！
（11：30 開場） 郷土芸能を行う団体が集まります。
あびこふるさと会、古戸はやし連中、ひょっとこ睦（カイ）
の他に市内の小中学校の生徒が出演します。
〈出演団体〉（順不同）
・並木ひびき太鼓
・坐孫子
・つくし野麒麟太鼓
〈出演〉
・和太鼓鼓作
・あびこふるさと会
・我孫子和太鼓龍翔
・古戸はやし連中
・湖北台河童太鼓
・ひょっとこ睦
・我孫子河童太鼓
・我孫子第四小学校
・ABIKO そーらんアスカ組
・湖北小学校
・我孫子河童音頭保存会
・布佐小学校
・自治会踊りサークル
・布佐中学校
・布佐商興会女性部
〈ゲスト〉
・布佐中学校郷土芸能クラブ
・つくし野麒麟太鼓

＜あびこ№1 の農産物を見つけよう！＞

10：00 〜 15：00
雨天実施・荒天中止

和太鼓祭り

：300 円、
○ロビー…お茶席（小笠原家茶道古流）
外国人の着物体験（予約制）、生け花展示

【時間・コース】
①手賀沼一周コース（20 ㎞）
②手賀沼半周コース（10 ㎞）
③探偵ウオークコース（4 ㎞）
①・②受付午前 8 時 30 分〜
③受付午前 9 時 30 分〜
※③限定で、親子向けイベント「うなきちさんのめがねを探せ！！」を
実施します。
【費用】
◎18 歳以上…500 円（事前申込 300 円）※参加費の払い戻しはできません。
◎18 歳未満…無料 ※保険加入が必要なため、当日受付を行ってください。
※駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください。

所 あびこ市民プラザ（千葉県我孫子市我孫子 4-11-1 あびこショッピングプラザ内）

所 手賀沼公園 JR 我孫子駅南口より南へ徒歩 10 分

問 我孫子市国際交流協会（AIRA）℡：04-7183-1231 メール：info@e-aira.jp

問 我孫子市健康づくり支援課 ℡：04-7185-1126

我孫子らーめん紀行 第４弾！ 我孫子らーめん紀行 第５弾！
豆の木

豆でっぽう

↑取
手

担々麺

MAP

中央学院大学

←柏

あびこ市民プラザ

旧村川別荘

アビスタ

杉村楚人冠
記念館

手賀沼公園

白樺文学館

北柏ふるさと公園

アビシルベ

川ゆ

市民体育館

川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

けやきプラザ

我孫子

利根

古利根沼

豆でっぽう

豆の木

356
東我孫子

湖北

JR 成田線

日立総合

我孫子市役所 経営研修所
山階鳥類研究所

鳥の博物館
五本松公園
水の館〈あびこん / プラネタリウム〉
手賀沼親水広場
手賀沼遊歩道

園

利根

川

北海道から空輸のモチモチ麺が特徴的な小樽らーめんのお店。
おススメは「小樽濃厚味噌ラーメン」。
毎日店で仕込むげんこつスープとニンニクの香味油は相性抜群！
全て国産の素材にこだわり作っています。
濃厚でコクがあるのに後味すっきり！
これからの季節に食べたくなる一品です。

新木

湖北台
中央公園

布佐市民の森

宮の森公園

旧井上家住宅

所 千葉県我孫子市つくし野１-１-２

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

→

田

成

「水の館」「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。
◉平日は天王台駅北口から「水の館」行きアイバスが運行。
◉土・日・祝は我孫子駅南口と天王台駅南口を結ぶ阪東バスが運行、「鳥の博物館前」下車 。

布

2

手賀沼

う公

小樽濃厚味噌ラーメン
880 円

湖北地区公民館

手賀大橋
道の駅
しょうなん

うゆ

2018 年 11 月

問 Tel.04-7197-2344
休 年中無休

営 11：00〜24：00

830 円

市民に愛される担々
麺が有名なお店。
おススメはもちろん
「担々麺」！
胡麻をふんだんに使った辛めのスープにナッツをかけることでより奥深い
味に仕上げています。肉味噌もたっぷりでまさに “食べるスープ” ！
担々麺ならではの甘辛い味のバランスが絶妙です。花山椒を加えると味
に変化が生まれます。一杯で２度
おいしい担々麺をお試しください。
所 千葉県我孫子市柴崎台 2-6-21
問 Tel.04-7185-4010
休 火曜日／夜休業…月曜日（祝日は開店）
営【月】11：30〜14：30

【水〜日】11:30〜14:30 ／ 17:30〜21:00

3

水の館

プラネタリウム

新番組公開中！

Vol.68（2018 年 11 月 10 日発行）

上映日：土・日・祝日
10：00/13：00/15：00 ◎テーマ番組
11：00/14：00/16：00 ☆星空解説

常磐線

松戸
上野

ジャパンバードフェスティバル連携番組です。星座には鳥の名前も多く
登場します。今回は 9 つある鳥の星座のお話が中心になっています。

東京
品川

☆星空解説「今夜、なにがみえるかな」

CHIBA

＝

9

ABIKO

「アビシルベ」発行（月刊）

千葉県我孫子市高野山新田 193
問 手賀沼親水広場 水の館 施設利用窓口 Tel. 04-7184-0555

日

成田

我孫子インフォメーションセンター

手賀沼親水広場水の館 3F プラネタリウム

12

成田線

千葉県我孫子市の
情報発信基地

手賀沼上空に広がる夜空を投影し、季節ごとの星空を解説付きでお楽し
みいただけます。現在は秋の星空を上映中です。

白樺文学館

柏

上野東京ライン

◎テーマ番組「夜空を旅する星の鳥」

所

取手

我孫子

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

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏、
学芸員の軽快なトークをお楽しみいただきます。

白樺の調べ

14：00〜15：00

場所：1 階ピアノサロン
定員：先着 20 名
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

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）年末年始休館（12/29〜1/3）
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

鳥 の 博 物 館 あびこ自然観察隊
「晩秋の手賀川観察会」
11
23
金・祝

12

8

土

てがたん

「ホオジロたちの暮らしかた」

10：00〜12：00

手賀沼周辺でみられる
ホオジロ科 4 種を探し
ながら、食べ物やくら
す環境を比べてみます。

9：00〜12：00

手賀沼周辺の水田地帯やヨシ原で、
越冬のためにやってくる渡り鳥を
観察します。
10 月下旬ごろに北海道などから
渡ってくるオオジュリン

日立総合経営研修所庭園公開

新そばまつり

農業まつり

我孫子市和太鼓祭り

郷土芸能祭

あびこ国際交流まつり

やぶの中から出てきてエサを
ついばむアオジ（ホオジロ科）

集合：午前 9：00 までに新木駅南口（ＪＲ成田線）
定員：電話申込先着 30 人（小学 3 年生以下は保護者同伴）
持ち物：歩きやすい靴と服装、帽子。お持ちの方は双眼鏡。
申込：電話で鳥の博物館へ（04-7185-2212）

集合：10 時までに鳥の博物館玄関前で受付
申込：不要
参加費：100 円（中学生以下は無料）

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、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円（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。）

アビシルベ月間予定
11／8（木）13：00〜 11／15（木）12：00

第72回東葛飾地方中学校
駅伝競走大会写真展
11／16（金）18：00〜

アビスト de Night☆ LIVE !
11／21（水）〜 12／2（日）17：00

平和の集い
〜我孫子から平和を願う〜
12／3（月）12：00〜 12／10（月）17：00

あびこホストファミリーの会
「あびこホストファミリーの会
WCIあびこツアー写真展」
4

アビプレ68号（2018年11月10日 発行）

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

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1番10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

◆日立総合経営研修所 庭園公開
◆新そばまつり
◆我孫子市農業まつり
◆第 8 回我孫子市和太鼓祭り
◆第 38 回郷土芸能祭
◆第 27 回あびこ国際交流まつり
◆手賀沼ふれあいウオーク 2018
◆我孫子ラーメン紀行第４弾・第 5 弾！ 豆でっぽう・豆の木
◆水の館プラネタリウム 新番組公開中
◆白樺文学館＆鳥の博物館イベント情報
Go to next page

