水の館

プラネタリウム

新番組公開中！

上映日：土曜日・日曜日・祝日

鳥 の博 物 館
5

テーマ番組「プラネタリウムで時空旅行」

土

6

9

土

時間 10：00〜12：00（雨天中止）
集合場所：我孫子市鳥の博物館玄関
申込：不要
費用：高校生以上 100 円（保険料として）

②15：00〜

5

手賀沼を中心とした我孫子の情景
映像とともに、ピアノの音色で癒し
の時間を過ごせるプラネタリウム・
コンサートです♪

19「鳥の木登り、ヒトの木登り」

講師：仲村昇さん
（（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員）

飛ぶことができる鳥の中でも、オオミズナギドリ
など一部の鳥は木に登ります。鳥の保護や研究に
かかわるヒトの中でも、一部のヒトは様々な目的
で木に登ります。木に登るトリやヒトについて、登
る理由や方法をご紹介します。

（情景描写ピアニスト）

定員：先着 50 名
入場料：300 円
各回 1 時間前から発券開始

水の館 3F プラネタリウム

テーマトーク

土

Live 演奏：山地真美

所

田んぼには多くの生き物が集まってきます。
お馴染みのカエルや昆虫、クモなどはどの
ように生活している
のでしょう。生 態
や体のつくりにつ
いて考 えな が ら
観察します。

東京
品川

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
＝

「Nature Living - 情景の旅路 ①13：00〜
プラネタリウム・ヒーリング」
日

上野

「田んぼに集まる生き物たち」

※各回約 20 分・費用 100 円（中学生以下無料）

星空コンサート

常磐線

松戸

鳥の子育てについて巣や卵を中心に深く知って
みましょう。

星 空 解 説「今夜、なにがみえるかな」

3

取手

「鳥の子育て」手賀沼周辺では多くの鳥が繁殖する季節です。

12

◉11:00 〜 , 14:00 〜 , 16:00 〜

6

Vol.62（2018 年 5 月 10 日発行）

鳥の博物館周辺で、さまざまな季節の生き
物を観察する散歩感覚の自然観察隊です。

上野東京ライン

◉10:00 〜 , 13:00 〜 , 15:00 〜

てがたん

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

満喫！初夏の手賀沼

時間 13：30〜14：15（開場 13：15）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）

問 手賀沼親水広場 水の館
℡04-7184-0555

杉 村楚 人冠 記念館

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、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

白樺文学館

5／19（土）〜7／16（月・祝）
月曜休館（7 月 16 日除く）

テーマ展示

「てがみ展 海外からのてがみ」
国際ジャーナリストといわれる杉村楚人冠
のところには、海外から多くのてがみが届
きました。楚人冠と同じように海外に出て
見聞を広めた日本人や、楚人冠が交流し
た海外の人々のてがみを展示します。

5

27

日
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

えんじょい てがぬま

14：00〜15：00

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）

戦後首相を務める芦田均の外交官時代の葉書

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） 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 2-5-5 電話：04-7182-8578
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、
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
団体 20 名以上 2 割引

Enjoy 手賀沼！

フラロハ エコル

＊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

最新情報はインターネットで！

5／8（火）12：00〜 5／17（木）

HomePage アビシルベ または abikoinfo

我孫子アートな散歩市

アビシルベ または @ABISHIRUBE

5／18（金）18：00〜19：00

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

5／19（土）・5／20（日）10：00〜17：00

「我孫子アートな散歩市」
5／21（月）〜 5／24（木）17：00まで

我孫子アートな散歩市
5／25（金）13：00〜 6／1（金）12：00まで

フラロハ展示

ハーバリウム&
プリザーブドフラワーアレンジ展
4

アビプレ62号（2018年5月10日 発行）

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

アビスト de Night☆ LIVE !

6／6（水）〜 6／14（木）16：00まで

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

●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

ほくほく北まつり

あびこん新鮮夏野菜の大販売会

・Enjoy 手賀沼！2018
・あびこん 新鮮夏野菜の大販売会
・ＨＵＬＡＬＯＨＡ EKOLU（フラロハ エコル）
・ほくほく北まつり
・第十八回我孫子アートな散歩市
・プラネタリウム情報
・3 館イベント情報

我孫子アートな散歩市

Go to next page

Vol. 62

手賀沼 ファー
き
好
大
スト
な
ん
〜
20th
〜み

6

2

土

｢あびこ農産物直売所あびこん｣
3
移転１周年記念イベント
日

6

10：00〜14：00
荒天中止

あびこん

新鮮夏野菜の大販売会

6

2

土

HULALOHA EKOLU

観覧無料
10：00〜18：00
10：00〜15：30
荒天翌 6/3（日）順延
両日荒天中止

2018 年 5 月

フラロハ
エコル

今年で13回目を迎えるフラダンスのイベント、
「ＨＵＬＡＬＯＨＡ（フラロハ）」を、今年も手賀
沼公園で開催いたします。
南国ハワイをも彷彿させるロケーションのもと
我孫子でハワイアンな 1 日を過ごしてみてはい
かがでしょうか。

【６月２日（土）限定】

○農家さん手作り「紅白丸餅」プレゼント！！（300 名様）

えんじょい てがぬま

【６月３日（日）限定】

テガヌマン

○農家さん自家製！地元農産物を使った
野菜たっぷりの豚汁サービス（200 名様）

星野市長

テガヌマン
クート

【６月２・３日 両日】

○大根おろし競争 〜だいこんくんとガチンコ勝負！〜
〜だいこんくんとガチンコ勝負！〜

10：30、11：30、13：00、参加料１００円（参加賞、勝者に豪華賞品あり）

2018

○カレー野菜の詰め放題！
○野菜詰め放題！
！（じゃがいも・玉ねぎなど）
！
13：00 〜

司会：藤岡範子
手賀沼サンセット
じる

とん汁サービス
わん

はし

※お椀・お箸をご持参の方、無料！

手賀沼親水広場

かお

Enjoy 手賀沼！ は、風薫る５月の第二日曜に
9:00〜15:30
日
一人ひとりが手賀沼とのかかわりを感じながら
※入場無料 ※雨天決行（一部中止・変更あり）
楽しく一日を過ごすイベントです。 詳細はWEBで http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/

鳥 の博 物 館

☆ 5 月 13 日（日）当日は
Enjoy 手賀沼！開催のため
館内を無料開放します。

鳥のゴムバンドを作ろう
くるみボタンをかわいい鳥に変身させて、お気

「バードウィーク手賀沼探鳥会」in Enjoy 手賀沼！

バードウィークにちなみ、手賀沼遊歩道をめぐる探鳥会を行います。小グループに分
かれ、それぞれに我孫子野鳥を守る会のベテランリーダーが付き、見つけた鳥の解説
をします。「これからバードウォッチングを始めたい」という方にぴったりです。ご家
族連れも大歓迎です。

に入りのゴムバンド作りに挑戦してみませんか。

時 間：9：00 〜 12：00（8：30 より受付開始）
コース：1 時間コース（9：15 〜 10：30）
2 時間コース（9：15 〜 11：30）
定 員：100 名（申込不要）※小学生低学年は保護者同伴
費 用：無料
※雨天の場合は博物館見学会を実施します。
10：00 〜 11：00（受付 9：30 〜）博物館入口集合

髪留めやお弁当のゴムバンドに使えます。
時間：10：00 〜 12：00、13：00 〜 15：00
場所：鳥の博物館 2 階多目的ホール
定員：先着 50 名
※小学生未満は保護者同伴

参加料１回１００円（なくなり次第終了 !!）

１個１
００円
００円
○新鮮な我孫子産トマトを使った冷やしトマト １個１
○お子様限定「ポップコーン」プレゼント！！
○地元農産物を使った農家手作り加工品販売と
外部出店者販売コーナー
○特選くだもの特別販売コーナー
○あびこ型「地産地消」推進協議会の活動ＰＲ紹介コーナー

スペシャル
ゲスト

Kanaloa
Kanaloa（カナロア）

（カナロア）
出演：市内外のフラガール

ゲスト

茨城ゴールデンゴールズ
Hula チーム
約 1,000 人

出店：ハワイアン関係ショップ、飲食店など
※ 天候等の事情により、イベント内容が変更となる場合があります。
※ 数量限定のものは無くなり次第終了とさせていただきます。
※直売所は午後６時まで営業しています。
所

あびこ農産物直売所あびこん 千葉県我孫子市高野山新田 193

問 あびこ農産物直売所あびこん℡ 04-7168-0821

6

9

土

※出演者及びイベント内容、出店は都合により
中止・変更になる場合があります。
司会
所

手賀沼公園

古本新乃輔

JR 我孫子駅南口より徒歩 8 分 ※公共交通機関をご利用ください。
問 フラロハエコル事務局℡ 04-7103-3085
※不在の場合はメールで info@lilikoi-market.com

ほくほく北まつり
14：00〜19：00

おまつり
スタンプラリー
対象

↑取
手

MAP

中央学院大学

利根

川ゆ

古利根沼

市民体育館

川村学園女子大学
←柏

JR 常磐線

けやきプラザ
我孫子

アビスタ

手賀沼公園

356

JR 成田線

利根

川

湖北

新木

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

布佐市民の森
旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

竹内神社

●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 。

宮の森公園

佐

手賀沼

園

布

道の駅
しょうなん

う公

ほくほく北まつり
湖北地区公民館
会場
湖北台
中央公園

我孫子市役所
山階鳥類研究所
手賀大橋

2

天王台
東我孫子

白樺文学館

根戸新田

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

うゆ

第十八回
スーパーマスダ前から駅前ロータリーを車輌規制した会場では、湖北の
市や各種業者の出店、キックターゲットやストラックアウト、射的など
のスポーツ遊び、和太鼓やダンス、園児や高校生バンドに河童音頭と、
観て楽しい、参加して楽しい非日常の盛り沢山が皆様をお待ちしていま
す。どうぞご家族でご来場ください。なお、恒例のビンゴ大会では、
ハズレ無しの豪華景品を用意！直前まで１枚２００円でビンゴカードを
販売します。（先着売切ご免・雨天時には別会場でビンゴ大会実施）
所

JR 成田線湖北駅北口周辺

問 ほくほく北まつり実行委員会℡ 090-2625-6529（川村さん）

5/3（木）〜 6/3（日）

我孫子アートな散歩市

「我孫子アートな散歩市」はアートめぐる「市」です。美術や工芸品
の販売はもちろん、音楽イベントや史跡、公園での美術展など様々
な催しでプログラムされ、アートによる我孫子の再発見と、地域の人々
の交流をめざしています。
やすらぎや癒しを与えてくれる景観〜ヒーリングスペース〜を備えた
この街でアートを巡る散歩をお楽しみください。
詳しくはアビシルベでも配布中のパンフレットをご覧ください。
所

我孫子市手賀沼・ＪＲ我孫子駅周辺

問「我孫子手づくり散歩市」関谷さん℡ 090-4206-6242

3
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※雨天の場合は博物館見学会を実施します。
10：00 〜 11：00（受付 9：30 〜）博物館入口集合

髪留めやお弁当のゴムバンドに使えます。
時間：10：00 〜 12：00、13：00 〜 15：00
場所：鳥の博物館 2 階多目的ホール
定員：先着 50 名
※小学生未満は保護者同伴

参加料１回１００円（なくなり次第終了 !!）

１個１
００円
００円
○新鮮な我孫子産トマトを使った冷やしトマト １個１
○お子様限定「ポップコーン」プレゼント！！
○地元農産物を使った農家手作り加工品販売と
外部出店者販売コーナー
○特選くだもの特別販売コーナー
○あびこ型「地産地消」推進協議会の活動ＰＲ紹介コーナー

スペシャル
ゲスト

Kanaloa
Kanaloa（カナロア）

（カナロア）
出演：市内外のフラガール

ゲスト

茨城ゴールデンゴールズ
Hula チーム
約 1,000 人

出店：ハワイアン関係ショップ、飲食店など
※ 天候等の事情により、イベント内容が変更となる場合があります。
※ 数量限定のものは無くなり次第終了とさせていただきます。
※直売所は午後６時まで営業しています。
所

あびこ農産物直売所あびこん 千葉県我孫子市高野山新田 193

問 あびこ農産物直売所あびこん℡ 04-7168-0821

6

9

土

※出演者及びイベント内容、出店は都合により
中止・変更になる場合があります。
司会
所

手賀沼公園

古本新乃輔

JR 我孫子駅南口より徒歩 8 分 ※公共交通機関をご利用ください。
問 フラロハエコル事務局℡ 04-7103-3085
※不在の場合はメールで info@lilikoi-market.com

ほくほく北まつり
14：00〜19：00

おまつり
スタンプラリー
対象

↑取
手

MAP

中央学院大学

利根

川ゆ

古利根沼

市民体育館

川村学園女子大学
←柏

JR 常磐線

けやきプラザ
我孫子

アビスタ

手賀沼公園

356

JR 成田線

利根

川

湖北

新木

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

布佐市民の森
旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

竹内神社

●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 。

宮の森公園

佐

手賀沼

園

布

道の駅
しょうなん

う公

ほくほく北まつり
湖北地区公民館
会場
湖北台
中央公園

我孫子市役所
山階鳥類研究所
手賀大橋

2

天王台
東我孫子

白樺文学館

根戸新田

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

うゆ

第十八回
スーパーマスダ前から駅前ロータリーを車輌規制した会場では、湖北の
市や各種業者の出店、キックターゲットやストラックアウト、射的など
のスポーツ遊び、和太鼓やダンス、園児や高校生バンドに河童音頭と、
観て楽しい、参加して楽しい非日常の盛り沢山が皆様をお待ちしていま
す。どうぞご家族でご来場ください。なお、恒例のビンゴ大会では、
ハズレ無しの豪華景品を用意！直前まで１枚２００円でビンゴカードを
販売します。（先着売切ご免・雨天時には別会場でビンゴ大会実施）
所

JR 成田線湖北駅北口周辺

問 ほくほく北まつり実行委員会℡ 090-2625-6529（川村さん）

5/3（木）〜 6/3（日）

我孫子アートな散歩市

「我孫子アートな散歩市」はアートめぐる「市」です。美術や工芸品
の販売はもちろん、音楽イベントや史跡、公園での美術展など様々
な催しでプログラムされ、アートによる我孫子の再発見と、地域の人々
の交流をめざしています。
やすらぎや癒しを与えてくれる景観〜ヒーリングスペース〜を備えた
この街でアートを巡る散歩をお楽しみください。
詳しくはアビシルベでも配布中のパンフレットをご覧ください。
所

我孫子市手賀沼・ＪＲ我孫子駅周辺

問「我孫子手づくり散歩市」関谷さん℡ 090-4206-6242

3

水の館

プラネタリウム

新番組公開中！

上映日：土曜日・日曜日・祝日

鳥 の博 物 館
5

テーマ番組「プラネタリウムで時空旅行」

土

6

9

土

時間 10：00〜12：00（雨天中止）
集合場所：我孫子市鳥の博物館玄関
申込：不要
費用：高校生以上 100 円（保険料として）

②15：00〜

5

手賀沼を中心とした我孫子の情景
映像とともに、ピアノの音色で癒し
の時間を過ごせるプラネタリウム・
コンサートです♪

19「鳥の木登り、ヒトの木登り」

講師：仲村昇さん
（（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員）

飛ぶことができる鳥の中でも、オオミズナギドリ
など一部の鳥は木に登ります。鳥の保護や研究に
かかわるヒトの中でも、一部のヒトは様々な目的
で木に登ります。木に登るトリやヒトについて、登
る理由や方法をご紹介します。

（情景描写ピアニスト）

定員：先着 50 名
入場料：300 円
各回 1 時間前から発券開始

水の館 3F プラネタリウム

テーマトーク

土

Live 演奏：山地真美

所

田んぼには多くの生き物が集まってきます。
お馴染みのカエルや昆虫、クモなどはどの
ように生活している
のでしょう。生 態
や体のつくりにつ
いて考 えな が ら
観察します。

東京
品川

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
＝

「Nature Living - 情景の旅路 ①13：00〜
プラネタリウム・ヒーリング」
日

上野

「田んぼに集まる生き物たち」

※各回約 20 分・費用 100 円（中学生以下無料）

星空コンサート

常磐線

松戸

鳥の子育てについて巣や卵を中心に深く知って
みましょう。

星 空 解 説「今夜、なにがみえるかな」

3

取手

「鳥の子育て」手賀沼周辺では多くの鳥が繁殖する季節です。

12

◉11:00 〜 , 14:00 〜 , 16:00 〜

6

Vol.62（2018 年 5 月 10 日発行）

鳥の博物館周辺で、さまざまな季節の生き
物を観察する散歩感覚の自然観察隊です。

上野東京ライン

◉10:00 〜 , 13:00 〜 , 15:00 〜

てがたん

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

満喫！初夏の手賀沼

時間 13：30〜14：15（開場 13：15）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）

問 手賀沼親水広場 水の館
℡04-7184-0555

杉 村楚 人冠 記念館

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、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

白樺文学館

5／19（土）〜7／16（月・祝）
月曜休館（7 月 16 日除く）

テーマ展示

「てがみ展 海外からのてがみ」
国際ジャーナリストといわれる杉村楚人冠
のところには、海外から多くのてがみが届
きました。楚人冠と同じように海外に出て
見聞を広めた日本人や、楚人冠が交流し
た海外の人々のてがみを展示します。

5

27

日
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

えんじょい てがぬま

14：00〜15：00

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）

戦後首相を務める芦田均の外交官時代の葉書

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） 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 2-5-5 電話：04-7182-8578
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、
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
団体 20 名以上 2 割引

Enjoy 手賀沼！

フラロハ エコル

＊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

最新情報はインターネットで！

5／8（火）12：00〜 5／17（木）

HomePage アビシルベ または abikoinfo

我孫子アートな散歩市

アビシルベ または @ABISHIRUBE

5／18（金）18：00〜19：00

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

5／19（土）・5／20（日）10：00〜17：00

「我孫子アートな散歩市」
5／21（月）〜 5／24（木）17：00まで

我孫子アートな散歩市
5／25（金）13：00〜 6／1（金）12：00まで

フラロハ展示

ハーバリウム&
プリザーブドフラワーアレンジ展
4

アビプレ62号（2018年5月10日 発行）

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

アビスト de Night☆ LIVE !

6／6（水）〜 6／14（木）16：00まで

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

●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

ほくほく北まつり

あびこん新鮮夏野菜の大販売会

・Enjoy 手賀沼！2018
・あびこん 新鮮夏野菜の大販売会
・ＨＵＬＡＬＯＨＡ EKOLU（フラロハ エコル）
・ほくほく北まつり
・第十八回我孫子アートな散歩市
・プラネタリウム情報
・3 館イベント情報

我孫子アートな散歩市

Go to next page

