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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

＜豪華賞品＞
A 賞 チーバくん特製クオカード 5,000 円分‥‥20 名様
〜 コトバ 達はどこいった！？〜
（６種類すべての “コトバ” を収集した方）
観光施設などにキーワードを持って隠れている「チーバくん」を探し、クロスワード B 賞 各市の特産品‥‥30 名様
（４種類以上の “コトバ” を収集した方）
パズルを完成させよう！ パズルを完成させると、抽選で賞品をプレゼント。専用応募
C
賞
チーバくんグッズ詰め合わせ‥‥40 名様
ハガキのほか、インターネットからもご応募いただけます。
（２種類以上の
“コトバ” を収集した方）
東葛飾地域６市内の公園や観光施設など計１２施設にキーワードを持ったチーバくん
特別賞
オリジナルチーバくんピンバッチセット‥‥50
名様
が隠れています。チーバくんは１施設あたり２か所に隠れており、それぞれのキーワー
（A 〜 C の抽選に外れた方）
ドをヒントに市ごとのクロスワードパズルを完成させると、各市にちなんだ コトバ
（賞品応募締切：９月１４日（金）当日消印有効）
が出現します。完成させた コトバ の数に応じて下記の豪華賞品をプレゼントします。
問 千葉県東葛飾地域振興事務所 047-361-2111
詳しくはパンフレットまたはホームページをご覧ください。
インターネットでは「県民の日 東葛」で検索！
パンフレットはアビシルベでも配布中！ ぜひ奮ってご参加ください。
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我孫子市内の情報をまとめました︒

は千葉県民の日！

金

鳥の博物館

入館無料

6/15（金）9：30 〜 16：30

白樺文学館

入館無料

6/15（金）9：30 〜 16：30

杉村楚人冠記念館

入館無料

6/15（金）9：00 〜 16：30

ふれあい工房

※入館は 16：00 まで

市内在住・在勤・在学者は無料
（リサイクル教室は除く）

我孫子市民体育館

使用料無料

（窓口で要予約 6/1 〜先着順）

6/12（火）9：00 〜 17：00
〜 17（日）
6/15（金）9：00 〜 21：00

我孫子市民体育館
セット割引 900 円→500 円
6/15（金）9：00 〜 21：00
骨密度・インボディの測定会
高校生対象の職業技術の体験
千葉テク我孫子校
機械加工、造園のうち 1 コース 6/15（金）
体験学習（オープンキャンパス）を選択（要予約）

我孫子市鳥の博物館
我孫子市高野山 234-3
問 04-7185-2212
我孫子市白樺文学館
我孫子市緑 2-11-8
問 04-7185-2192
我孫子市杉村楚人冠記念館 我孫子市緑 2-5-5
問 04-7182-8578
我孫子市ふれあい工房
我孫子市青山 450
問 04-7186-5500
我孫子市民体育館
我孫子市古戸 696
問 04-7187-1155
我孫子市民体育館
我孫子市古戸 696
問 04-7187-1155
我孫子高等技術専門校（ちばテク我孫子校）
問 04-7184-6411
我孫子市久寺家 684-1
手賀沼親水広場・水の館
我孫子市高野山新田 193
問 04-7184-0555

水の館プラネタリウム

無料上映

6/15（金）
10：00 〜 16：00

ミニ SL

無料（荒天中止）

レンタサイクル

無料（荒天中止）

6/15（金）9：30 〜 12：00 （公社）我孫子市シルバー人材
13：00 〜 17：00 センター
問 平 日：04-7188-2204
6/15（金）9：00 〜 17：00 問
土日祝：090-4520-3603
※貸出しは 16：00 まで

アビシルベ月間予定
6／6（水）〜 6／14（木）16：00まで

最新情報はインターネットで！

ハーバリウム&
プリザーブドフラワーアレンジ展
6／15（金）18：00〜

アビスト de Night☆ LIVE !

HomePage アビシルベ または abikoinfo

アビシルベ または @ABISHIRUBE

6／16（土）・17（日）10：00〜16：00

YouTube にて動画配信中！
ハーバリウム&
●アビスト
de Night ★
プリザーブドフラワーアレンジ販売
6／19（火）〜 6／30（土）

音と光の万華鏡展
7／2（月）〜 7／9（月）

カヌーにふれてみよう！
7／2（月）10：00〜 7／6（金）17：00まで

あびこラグビーday PR展
4

アビプレ63号（2018年6月10日 発行）

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！

各貸出し所

あびこラグビー day

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」

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

Boulangerie B&P（ビーアンドピー）

Small Bakery Path（パス）

手賀沼公園
我孫子市若松 1

@abishirube または @ABISHIRUBE
abishirube または abikoinfo

食べて、学んで、魅力を発見！

印刷／（有）マエダ印刷

あびこ自然観察隊（チョウゲンボウ）

音と光の万華鏡展

白樺文学館「河村蜻山展」

・発見！路地裏ベーカリー特集
Small Bakery Path（パス）
Boulangerie B&P（ビーアンドピー）
・あびこラグビー day
・我孫子市 3 館イベント情報
・まちゼミ開催中！
・音と光の万華鏡展
・チーバくんからの挑戦状！in とうかつ
・6/15（金）千葉県民の日情報

Go to next page
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発見！

路地裏ベーカリー特集
路地を入ったその先に、美味しい幸せが待っている！？

7 7

今回は手作りにこだわったベーカリー 2 店舗を紹介します。

Small Bakery Path（パス）

あびこラグビーday

土

今年もあびこラグビー day の季節がやってきました。

12：00〜15：30 今回のグリーンロケッツの対戦相手は、日本選手権 7 連覇とい
雨天決行
う記録を持ち、北の鉄人と言われた新日鉄釜石の DNA を受け
継ぐ釜石シーウェーブス RFC が我孫子にやってきます !!

住宅街でひっそりと営業する Paht。
Path。

また、試合に先駆けて NEC 常磐 Jr.7's（中学生セブンズ大会）

発酵機を使わず、自然発酵で作られたパンはもっちりとした食べ応え。

やグリーンロケッツ選手によるラグビー教室なども行われます。

バターや小麦粉にもこだわっており、食べた瞬間に豊かな香りが広がります。

毎年恒例の抽選会やファンとの交流イベントも予定しております

パンの中身も、もちろん手作り！ 天然酵母のパンも取り扱っています。

ので、皆さんのご来場お待ちしております。

店主のお気に入りはチョコチップメロンパン。

所

食べる前に 15 分ほど冷蔵庫に入れておくと

NEC 我孫子事業場

ラグビーグラウンド

鳥 の博 物 館
6

17

日

千葉県我孫子市泉 11-1
04-7170-0617
10：00 〜 17：00（売り切れ次第終了）
日・月・火

メイン通りから一本入った路地にある B&P。
野菜やフルーツを使った色とりどりのパンがずらりと並んでいます。

Boulangerie B&P（ビーアンドピー）

くちどけの良い生地で作られたパンと手作りのコンポートやソースの相性は抜群です！

利根川の堤防沿いを歩いて、
常磐線の橋で繁殖する
チョウゲンボウを観察します。

テーマトーク

16「拾われた珍鳥はどうなる？

土

パンへの愛情が伝わってくるコメントでした。

「チョウゲンボウを観察しよう」

時間：集合 9：15 〜 11：45（現地解散）
場所：天王台駅北口集合・解散
※観察場所までは路線バスで移動します。
定員：先着 20 名（小学校 3 年生以下は保護者同伴） チョウゲンボウ
※電話にて事前予約要
費用：保険料として 100 円、路線バス料金 280 円
持ち物：歩きやすい靴と服装、帽子、双眼鏡（貸出可）

6

もちろん、食パンの取り扱いも有。玄米を使った食パンが人気だそうです。
店主のお気に入りを聞いたところ「どれも我が子の様で一番は決められない！」とのこと、

あびこ自然観察隊

―標本材料収集の現場から―」

13：30 〜 14：15
（13：15 開場）

講師：小林さやかさん

（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

博物館などで標本を収集していると、日本で記録の少ない野
鳥、いわゆる「珍鳥」を扱うことがあります。山階鳥類研究
所の標本材料収集の担当者が、こ
れまで収 集された珍鳥や、収 集後
の取り組みについて紹介します。
場所：鳥の博物館 2 階多目的ホール
定員：当日先着 50 人（申込不要）
費用：無料（ただし入館料がかかります）
所
問
営
休

千葉県我孫子市湖北台 1-12-2 第 2 大塚ビル 104 号室
04-7187-5600
11：00 〜 18：30
火・水

↑取
手

千葉テク我孫子校

JR 常磐線 天王台

けやきプラザ

我孫子

手賀沼公園

Small Bakery Path

白樺文学館

アビスタ

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

根戸新田
北柏ふるさと公園

356
東我孫子

川ゆ

う公

園

利根

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

新木

布佐市民の森
旧井上家住宅

宮の森公園
竹内神社

場所：生涯学習センターアビスタ 第二学習室
対象・定員：小学校 3 年生から中学校 3 年生までの児童・生徒と
その保護者 15 組（最大 45 名程度）
※俳句作りのためアビスタの外へ出ますので、必ず保護者の方とご参加ください

要予約・先着順／参加費 無料
持参物：ノート、筆記用具（短冊は当日お渡しします）
予約・問合せ：杉村楚人冠記念館 7182-8578（予約は 6 月16 日 9 時以降）
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
ノ演奏、
白 樺 文 学 館 白樺の調べ 市民スタッフによる朗読とピア
学芸員の軽快なトークをお楽しみいた

6

24

日

→
田

成

●は本紙に情報掲載のある場所です

14：00 〜 15：00
だきます。6 月は朗読コラボです。
場所：白樺文学館 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）
休館のお知らせ：7 月 3 日（火）4 日（水）は
展示替えのため休館致します。

企画展
我孫子深草窯築窯８０周年記念

アメリカウミスズメ

前期：7／5（木）〜10／28（日）
2019
（日）
後期：11／1（木）〜（平成
31）1／27
自らが制作した楚人冠句碑の前に立つ蜻山

陶芸家河村 蜻山が旧柳宗悦 邸
（三樹荘）に窯を築いて今 年で
80 年を迎えます。杉村楚人冠と
の交流や、第一小学校での陶芸
指導など我孫子に多くの足跡を
残した蜻山の魅力に迫る展覧会
です。

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）
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

6/30（土）まで開催中！

まちゼミとは？ お店の方が講師になって、プロ
ならではの “使い方や考え方・コツ” などを無
料で教えてくれる少人数制のミニ講座です。
「お店」と「まち」のファンになっていただくた
めのイベントなので、お店からの販売は一切あ
りません！安心して受講してください。
※講座によっては材料費が必要な場合もございます。

佐

手賀沼フィッシングセンター

「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 。
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「親子俳句教室」

杉村楚人冠がつくった湖畔吟社の先生から俳句を習ってみよう！
日
俳句の作り方を学んだら、杉村楚人冠記念館で俳句を作り、よくで
14：00 〜 16：30 きた俳句を選んで短冊に清書します。できあがった短冊は持ち帰れ
ます。講師：原 瞳子さん、島崎 妙子さん（湖畔吟社）

and 我孫子地区

川

湖北地区公民館

湖北台 Boulangerie B&P
中央公園

手賀沼

うゆ

杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館共催ワークショップ

音と光の万華鏡展
6／19（火）〜 6／30（土）

布

道の駅
しょうなん

湖北

JR 成田線

我孫子市役所
山階鳥類研究所
手賀大橋

2

利根

市民体育館

川村学園女子大学

←柏

7

MAP

ＮＥＣ我孫子事業場
ラグビーグラウンド
ふれあい工房
古利根沼

中央学院大学

杉 村楚 人冠 記念館

河村蜻山展

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

第4回

【スケジュール】 ※NEC コアタイム 12:00 〜 15:30
9:00 NEC 常磐 Jr.7's（中学生セブンズ大会）
12:00 グリーンロケッツ選手によるラグビー教室
13:00 NEC グリーンロケッツ vs 釜石シーウェーブス RFC
14:45 抽選会・ファン交流会

＊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︒
︶

（千葉県我孫子市日の出 1131）
問 NEC ロケッツクラブ事務局 03-6721-0636

よりおいしく頂けるそうです。

所
問
営
休

2018 年 6 月

詳しくは配布中の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でも配布しています。ぜひお立ち寄りください。

我孫子市在住の万華鏡
作家 村越 通浩さんによ
る展示を開催します。
音と光を効果的に使った
大 きな万 華 鏡 など、手
作り万華 鏡を多数 展示
予定。
きらめく万華鏡の世界を
ご堪能ください。
所

我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」

千葉県我孫子市本町 2-1-10（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分）
問 04-7100-0014 営
問 9：00 〜 18：00（金・土は 19：00 まで）
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ラグビーグラウンド

鳥 の博 物 館
6

17

日

千葉県我孫子市泉 11-1
04-7170-0617
10：00 〜 17：00（売り切れ次第終了）
日・月・火

メイン通りから一本入った路地にある B&P。
野菜やフルーツを使った色とりどりのパンがずらりと並んでいます。

Boulangerie B&P（ビーアンドピー）

くちどけの良い生地で作られたパンと手作りのコンポートやソースの相性は抜群です！

利根川の堤防沿いを歩いて、
常磐線の橋で繁殖する
チョウゲンボウを観察します。

テーマトーク

16「拾われた珍鳥はどうなる？

土

パンへの愛情が伝わってくるコメントでした。

「チョウゲンボウを観察しよう」

時間：集合 9：15 〜 11：45（現地解散）
場所：天王台駅北口集合・解散
※観察場所までは路線バスで移動します。
定員：先着 20 名（小学校 3 年生以下は保護者同伴） チョウゲンボウ
※電話にて事前予約要
費用：保険料として 100 円、路線バス料金 280 円
持ち物：歩きやすい靴と服装、帽子、双眼鏡（貸出可）

6

もちろん、食パンの取り扱いも有。玄米を使った食パンが人気だそうです。
店主のお気に入りを聞いたところ「どれも我が子の様で一番は決められない！」とのこと、

あびこ自然観察隊

―標本材料収集の現場から―」

13：30 〜 14：15
（13：15 開場）

講師：小林さやかさん

（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

博物館などで標本を収集していると、日本で記録の少ない野
鳥、いわゆる「珍鳥」を扱うことがあります。山階鳥類研究
所の標本材料収集の担当者が、こ
れまで収 集された珍鳥や、収 集後
の取り組みについて紹介します。
場所：鳥の博物館 2 階多目的ホール
定員：当日先着 50 人（申込不要）
費用：無料（ただし入館料がかかります）
所
問
営
休

千葉県我孫子市湖北台 1-12-2 第 2 大塚ビル 104 号室
04-7187-5600
11：00 〜 18：30
火・水

↑取
手

千葉テク我孫子校

JR 常磐線 天王台

けやきプラザ

我孫子

手賀沼公園

Small Bakery Path

白樺文学館

アビスタ

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

根戸新田
北柏ふるさと公園

356
東我孫子

川ゆ

う公

園

利根

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

新木

布佐市民の森
旧井上家住宅

宮の森公園
竹内神社

場所：生涯学習センターアビスタ 第二学習室
対象・定員：小学校 3 年生から中学校 3 年生までの児童・生徒と
その保護者 15 組（最大 45 名程度）
※俳句作りのためアビスタの外へ出ますので、必ず保護者の方とご参加ください

要予約・先着順／参加費 無料
持参物：ノート、筆記用具（短冊は当日お渡しします）
予約・問合せ：杉村楚人冠記念館 7182-8578（予約は 6 月16 日 9 時以降）
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
ノ演奏、
白 樺 文 学 館 白樺の調べ 市民スタッフによる朗読とピア
学芸員の軽快なトークをお楽しみいた

6

24

日

→
田

成

●は本紙に情報掲載のある場所です

14：00 〜 15：00
だきます。6 月は朗読コラボです。
場所：白樺文学館 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）
休館のお知らせ：7 月 3 日（火）4 日（水）は
展示替えのため休館致します。

企画展
我孫子深草窯築窯８０周年記念

アメリカウミスズメ

前期：7／5（木）〜10／28（日）
2019
（日）
後期：11／1（木）〜（平成
31）1／27
自らが制作した楚人冠句碑の前に立つ蜻山

陶芸家河村 蜻山が旧柳宗悦 邸
（三樹荘）に窯を築いて今 年で
80 年を迎えます。杉村楚人冠と
の交流や、第一小学校での陶芸
指導など我孫子に多くの足跡を
残した蜻山の魅力に迫る展覧会
です。

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）
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

6/30（土）まで開催中！

まちゼミとは？ お店の方が講師になって、プロ
ならではの “使い方や考え方・コツ” などを無
料で教えてくれる少人数制のミニ講座です。
「お店」と「まち」のファンになっていただくた
めのイベントなので、お店からの販売は一切あ
りません！安心して受講してください。
※講座によっては材料費が必要な場合もございます。

佐

手賀沼フィッシングセンター

「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 。

22

「親子俳句教室」

杉村楚人冠がつくった湖畔吟社の先生から俳句を習ってみよう！
日
俳句の作り方を学んだら、杉村楚人冠記念館で俳句を作り、よくで
14：00 〜 16：30 きた俳句を選んで短冊に清書します。できあがった短冊は持ち帰れ
ます。講師：原 瞳子さん、島崎 妙子さん（湖畔吟社）

and 我孫子地区

川

湖北地区公民館

湖北台 Boulangerie B&P
中央公園

手賀沼

うゆ

杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館共催ワークショップ

音と光の万華鏡展
6／19（火）〜 6／30（土）

布

道の駅
しょうなん

湖北

JR 成田線

我孫子市役所
山階鳥類研究所
手賀大橋

2

利根

市民体育館

川村学園女子大学

←柏

7

MAP

ＮＥＣ我孫子事業場
ラグビーグラウンド
ふれあい工房
古利根沼

中央学院大学

杉 村楚 人冠 記念館

河村蜻山展

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

第4回

【スケジュール】 ※NEC コアタイム 12:00 〜 15:30
9:00 NEC 常磐 Jr.7's（中学生セブンズ大会）
12:00 グリーンロケッツ選手によるラグビー教室
13:00 NEC グリーンロケッツ vs 釜石シーウェーブス RFC
14:45 抽選会・ファン交流会

＊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︒
︶

（千葉県我孫子市日の出 1131）
問 NEC ロケッツクラブ事務局 03-6721-0636

よりおいしく頂けるそうです。

所
問
営
休

2018 年 6 月

詳しくは配布中の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でも配布しています。ぜひお立ち寄りください。

我孫子市在住の万華鏡
作家 村越 通浩さんによ
る展示を開催します。
音と光を効果的に使った
大 きな万 華 鏡 など、手
作り万華 鏡を多数 展示
予定。
きらめく万華鏡の世界を
ご堪能ください。
所

我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」

千葉県我孫子市本町 2-1-10（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分）
問 04-7100-0014 営
問 9：00 〜 18：00（金・土は 19：00 まで）

3

Vol.63（2018 年 6 月 10 日発行）

取手
常磐線

松戸

東京
品川

上野東京ライン

上野

我孫子

成田線

柏

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

＜豪華賞品＞
A 賞 チーバくん特製クオカード 5,000 円分‥‥20 名様
〜 コトバ 達はどこいった！？〜
（６種類すべての “コトバ” を収集した方）
観光施設などにキーワードを持って隠れている「チーバくん」を探し、クロスワード B 賞 各市の特産品‥‥30 名様
（４種類以上の “コトバ” を収集した方）
パズルを完成させよう！ パズルを完成させると、抽選で賞品をプレゼント。専用応募
C
賞
チーバくんグッズ詰め合わせ‥‥40 名様
ハガキのほか、インターネットからもご応募いただけます。
（２種類以上の
“コトバ” を収集した方）
東葛飾地域６市内の公園や観光施設など計１２施設にキーワードを持ったチーバくん
特別賞
オリジナルチーバくんピンバッチセット‥‥50
名様
が隠れています。チーバくんは１施設あたり２か所に隠れており、それぞれのキーワー
（A 〜 C の抽選に外れた方）
ドをヒントに市ごとのクロスワードパズルを完成させると、各市にちなんだ コトバ
（賞品応募締切：９月１４日（金）当日消印有効）
が出現します。完成させた コトバ の数に応じて下記の豪華賞品をプレゼントします。
問 千葉県東葛飾地域振興事務所 047-361-2111
詳しくはパンフレットまたはホームページをご覧ください。
インターネットでは「県民の日 東葛」で検索！
パンフレットはアビシルベでも配布中！ ぜひ奮ってご参加ください。

6 15
我孫子市内の情報をまとめました︒

は千葉県民の日！

金

鳥の博物館

入館無料

6/15（金）9：30 〜 16：30

白樺文学館

入館無料

6/15（金）9：30 〜 16：30

杉村楚人冠記念館

入館無料

6/15（金）9：00 〜 16：30

ふれあい工房

※入館は 16：00 まで

市内在住・在勤・在学者は無料
（リサイクル教室は除く）

我孫子市民体育館

使用料無料

（窓口で要予約 6/1 〜先着順）

6/12（火）9：00 〜 17：00
〜 17（日）
6/15（金）9：00 〜 21：00

我孫子市民体育館
セット割引 900 円→500 円
6/15（金）9：00 〜 21：00
骨密度・インボディの測定会
高校生対象の職業技術の体験
千葉テク我孫子校
機械加工、造園のうち 1 コース 6/15（金）
体験学習（オープンキャンパス）を選択（要予約）

我孫子市鳥の博物館
我孫子市高野山 234-3
問 04-7185-2212
我孫子市白樺文学館
我孫子市緑 2-11-8
問 04-7185-2192
我孫子市杉村楚人冠記念館 我孫子市緑 2-5-5
問 04-7182-8578
我孫子市ふれあい工房
我孫子市青山 450
問 04-7186-5500
我孫子市民体育館
我孫子市古戸 696
問 04-7187-1155
我孫子市民体育館
我孫子市古戸 696
問 04-7187-1155
我孫子高等技術専門校（ちばテク我孫子校）
問 04-7184-6411
我孫子市久寺家 684-1
手賀沼親水広場・水の館
我孫子市高野山新田 193
問 04-7184-0555

水の館プラネタリウム

無料上映

6/15（金）
10：00 〜 16：00

ミニ SL

無料（荒天中止）

レンタサイクル

無料（荒天中止）

6/15（金）9：30 〜 12：00 （公社）我孫子市シルバー人材
13：00 〜 17：00 センター
問 平 日：04-7188-2204
6/15（金）9：00 〜 17：00 問
土日祝：090-4520-3603
※貸出しは 16：00 まで

アビシルベ月間予定
6／6（水）〜 6／14（木）16：00まで

最新情報はインターネットで！

ハーバリウム&
プリザーブドフラワーアレンジ展
6／15（金）18：00〜

アビスト de Night☆ LIVE !

HomePage アビシルベ または abikoinfo

アビシルベ または @ABISHIRUBE

6／16（土）・17（日）10：00〜16：00

YouTube にて動画配信中！
ハーバリウム&
●アビスト
de Night ★
プリザーブドフラワーアレンジ販売
6／19（火）〜 6／30（土）

音と光の万華鏡展
7／2（月）〜 7／9（月）

カヌーにふれてみよう！
7／2（月）10：00〜 7／6（金）17：00まで

あびこラグビーday PR展
4

アビプレ63号（2018年6月10日 発行）

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！

各貸出し所

あびこラグビー day

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」

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

Boulangerie B&P（ビーアンドピー）

Small Bakery Path（パス）

手賀沼公園
我孫子市若松 1

@abishirube または @ABISHIRUBE
abishirube または abikoinfo

食べて、学んで、魅力を発見！

印刷／（有）マエダ印刷

あびこ自然観察隊（チョウゲンボウ）

音と光の万華鏡展

白樺文学館「河村蜻山展」

・発見！路地裏ベーカリー特集
Small Bakery Path（パス）
Boulangerie B&P（ビーアンドピー）
・あびこラグビー day
・我孫子市 3 館イベント情報
・まちゼミ開催中！
・音と光の万華鏡展
・チーバくんからの挑戦状！in とうかつ
・6/15（金）千葉県民の日情報

Go to next page

