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平和の集い～我孫子から平和を願う～
今年 8 月、市内中学校の代表 12 人が長崎を訪れ、平和について学んできました。
原爆や戦争の恐ろしさ、平和の大切さを次の世代に伝えていくことをテーマに
「平和の集い〜我孫子から平和を願う〜」を開催します。

13：00 〜 16：00（12：30 開場）
所 けやきプラザ ふれあいホール（JR 我孫子駅南口徒歩約 1 分）
問 我孫子市企画課℡04-7185-1111（内線 211、212）
11 月 20 日（水）〜 12 月 1 日（日）

「平和の集い〜我孫子から平和を願う〜」展
所 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ 9：00 〜 18：00
けやきプラザギャラリー 1・2 9：00 〜 19：00（月曜休館）
※最終日はどちらも 17：00 まで
問 我孫子市企画課℡ 04-7185-1111（内線 211、212）

鳥 の博 物 館
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開催中〜11月24日
（日）場所：鳥の博物館２階
企画展示室

第８4 回企画展「世界からみた日本の鳥」
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土

日本の鳥は世界の鳥と比べて、どんな特徴があるのでしょうか？
日本では普通種でも、世界的には日本の周りにしか分布していな
い鳥もいます。海外から訪れる皆さんに紹介したい、日本らしい
鳥を展示します。
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同時開催

Vol.80（2019 年 11 月 10 日発行）
上野東京ライン

＜プログラム＞
12：30 開場
13：00 開会、あいさつ
【第 1 部】
13：10 〜 14：10
長崎派遣中学生による報告
【第 2 部】
14：20 〜 14：50
モノオペラ「焼き場に立つ少年」
歌：岡本静子
ピアノ：西元真澄
【第 3 部】
15：00 〜 15：50
演劇「消えた八月」
我孫子中学校演劇部
16：00 閉会

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

あびこ自然観察隊③「夜の動物観察会」
利根川ゆうゆう公園の中を歩き、夜になると河川敷に
出てくるタヌキやノウサギなどの哺乳類や、夜行性の鳥
たちを観察します。

16：00 〜 19：00 荒天中止 集合場所：利根川ゆうゆう公園
参加費：無料 先着 20 名
申込み：℡7185-2212 鳥の博物館まで）

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 TEL：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 白樺文学館所蔵展
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「芹沢銈介の装幀」

1「稲村雑談―年末特別版―」

日

文学館所蔵の芹沢銈介の装幀本を中心に
芹沢銈介のデザイナーとしての魅力に迫ります。

煮干しだし醤油らーめん 桂

学芸員ギャラリートーク

Pizza & パスタ
La cotta 〜憩いの場〜

時間：14：00〜15：00 定員なし（予約不要）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

志賀直哉「稲村雑談」にあやかり、同名の学芸員
による展示解説です。1 年を振り返って語ります。

11月27日
（水）
〜2020（令和2）年1月26日
（日）
柳宗悦『手仕事の日本』▶

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 TEL：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
※11 月 26 日（火）は展示替えのため休館致します。

杉 村楚 人冠 記念館
企画展

杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館

̶俳句教室̶ 11

10月12日
（土）
〜1月13日
（月 祝）
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土

「観光案内と地図で見る楚人冠の旅」

紅葉の杉村楚人冠邸園で、俳句作りに挑戦してみませんか。
杉村楚人冠ゆかりの湖畔吟社の方を講師とした、初心者向け
の俳句教室です。この季節の杉村楚人冠邸園には題材がいっ
ぱい。俳句を試しにやってみたいという方、ぜひご参加ください。

中華料理 若
あびこ国際交流まつり

10：00〜15：30（休憩 1 時間、各自昼食）
場所：アビスタ第 2 学習室（講義、句会）、杉村楚人冠記念館（ミニ吟行）
講師：原 瞳子さん、島崎 妙子さん（湖畔吟社）
定員：先着 30 人（要申し込み）
申込：市民図書館アビスタ本館℡04-7184-1110
内容についての問い合わせ：杉村楚人冠記念館℡04-7182-8578

かつて盛んに作られた観光地図や鳥瞰図入りの観光案内。
これに楚人冠が残した寄稿文を組み合わせて当時の観光地
の様子を想像することができる展示です。

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）、年末年始（12/29 〜 1/3)
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

所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5 TEL：04-7182-8578

＊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。）

最新情報はインターネットで！

アビシルベ月間予定
11／5（火）11：00〜11／13（水）17：00

市民文化祭書道展PR展

@abishirube
アビシルベ
abikoinformationcenter
または@ABISHIRUBE または@ABISHIRUBE

東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
アビスト de Night☆

我孫子東高校つまようじアート展
アビプレ80号（2019年11月10日 発行）

イベント情報

アビスト de Night ★

「平和の集い〜我孫子から平和を願う〜」展
12／3（火）〜12／18（水）

YouTube にて動画配信中！
イベントやお祭りの
レポやプロモなど

LIVE !

11／20（水）〜12／1（日）17：00
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我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

毎月多彩なゲストを迎えて
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。

うなきちパラダイス
これを観れば
振付けもバッチリ！

今月のアビスト de Night ★

★NEC グリーンロケッツ
15
★日立庭園公開
金
★我孫子らーめん紀行

11

★新そばまつり★農業まつり 他

日立庭園公開

・Pizza & パスタ

郷土芸能祭

あびこ文豪巡りツアー

La cotta 〜憩いの場〜

今月の色
【群青色】

・我孫子らーめん紀行

abishirube または abikoinfo

11／6（水）〜11／13（水）
第７３回

11／15（金）18：00〜19：00

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

開館時間／9:00〜18:00
休 館 日／年末年始（12/29〜1/3）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

第１６弾「煮干しだし醤油らーめん 桂」
第１７弾「中華料理 若」
・日立庭園公開 - 日立アカデミー我孫子研修所庭園公開 ・第２８回あびこ国際交流まつり
・第３８回我孫子市農業まつり
・第３９回郷土芸能祭
・アビシルベ企画「あびこ文豪巡りツアー」参加者募集
・平和の集い〜我孫子から平和を願う〜

ラピスラズリやアズライトを砕いて作られた古くから伝わ
る鉱物由来の深い青。
フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」や尾形光琳の「燕
子花図屏風」で描かれる印象的な青も群青です。
１１月の夜空もまさに群青色。空気が乾き、澄んでくる
この季節は群青の空に散らばる星を観察するにはぴった
りの季節です。我孫子市内では手賀沼公園や、手賀沼
親水広場、布佐の宮ノ森公園などが市街の人工光の影
響を受けず星を観察できるスポットになっています。
どんな星や星座が見えるのか、水の館プラネタリウムで
予習するのもいいですね。

・我孫子市３館イベント情報（鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館）

Go to next page
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- 日立アカデミー我孫子研修所庭園公開 30 日立庭園公開
（株）日立アカデミーのご厚意で、紅葉の庭園と手賀沼の眺めをお楽しみいただけます。

Pizza & パスタ La cotta 〜憩いの場〜
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「誰もが気軽にゆったりと美味しい料理を…」がコンセプトのイタリアンレストラン。

園内では、先着 400 名に栞プレゼントするほかコカリナの演奏やお茶のサービスを楽し
10：00〜15：30
めます。
（入場 15：00 まで）
雨天の場合 12/1（日） 研修所内食堂では「白樺派のカレー」を食べることができます。（限定 200 食、700 円）
秋色に染まる『日立アカデミー我孫子研修所庭園』にぜひお立ち寄りください。

一番人気の石窯焼き Pizza と自家製ソースを使ったパスタや、丹精込めて作った手作り
ケーキを中心に美味しいイタリアンを低価格で楽しめます。
市場にはほとんど出回っていない自然派のマキコレワインに、削りたてのパルマ産プロ

費用：100 円（小学生以下無料）
保険料等当日の運営費に使用します
申込：不要
※駐車場なし ペット、飲食物持ち込み不可

シュート（生ハム）など、こだわりの食材もぜひご堪能ください。
店内は段差のないバリアフリー仕様で、誰でも気軽にお食事ができるのも魅力です。
キャラメルバナナのタルト 450 円（税別）

所 日立アカデミー我孫子研修所
千葉県我孫子市高野山 485（我孫子中学校前）
問 ℡ 090-6034-9149（9：00〜17：00）
＜アクセス＞
・JR 我孫子駅南口からバス、東我孫子車庫行き、我孫子中学校前下車 徒歩 1 分
・JR 我孫子駅南口からバス、鳥の博物館前経由天王台駅行き、高野山新田下車
・JR 常磐線天王台駅南口から徒歩 15 分 ・JR 成田線東我孫子駅から徒歩 15 分
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24

日

第 28 回

あびこ国際交流まつり

“友好を翼にのせて” をテーマに毎年開催されている国際交流まつり。
市民と外国出身者との交流を図るとともに、日本文化を知るきっかけ
づくりを行っています。毎年様々な国の人々が集まり盛り上がります。
プレートランチ 1,150 円（税別）

4 種のキノコのチーズピッツァ 1,150 円（税別）
11：00
〜 16：00
★ギャラリー
ブース出展（中国・韓国・仏・独・イギリス・チリ等による展示・物品販売）他
★ホール
①演奏：中央学院大学吹奏楽団 ②イタリア・カンツォーネ：広田芳一氏
④古典芸能：あびこふるさと会 ⑤コント：日本語教室生徒
⑥外国人による紙芝居 ⑦お楽しみ抽選会 他
★お茶席開設（有料）★着物体験（外国人のみ、要事前予約）★入場無料
356

ペスカトーレ 1,250 円（税別）

※クレジットカード、楽天ペイ使用可

所 千葉県我孫子市中峠台 16-2（JR 成田線湖北駅北口より徒歩約 12 分） 休 第 3 火曜日（祝日の場合は翌営業日）
P 有（23 台）
問 ℡ 04-7190-5818
営 11：00〜L.O.15：00 ／ 17：00〜22：00（L.O.21：00）

全席禁煙（店外に喫煙場所有）

JR 成田線

北口

湖北駅

湖北台西小

12

我孫子らーめん紀行 第16 弾！ 我孫子らーめん紀行 第17 弾！
煮干しだし醤油らーめん

桂

終日禁煙

最新情報は Twitter からご覧いただけます。@wR8FUjI9V3WXDnh（ラーメン桂）

2

若

日

第 39 回

郷土芸能祭

12：00 開演
（11：30 開場）
費用：無料
（全席自由）

市内に古くから伝わる民俗芸能と、日本古来の伝統的な笛・太鼓による
お囃子の祭典「郷土芸能祭」を開催します。今回も、民俗芸能を伝承し
ている市内の団体のほか、小・中学校の郷土芸能クラブが参加します。
今回はつくし野麒麟太鼓をゲストに迎え、華やかに開催します。

湖北地区で長年愛される中華料理店。定番の中華から、ちょっと変わっ
た創作中華までたくさんのメニューがあります。そんな多彩なメニューか
ら今回は「高菜あんかけラーメン（税込 1,050 円）」をご紹介します。
あっさりした塩味のスープと、野菜と高菜をさっと炒めて作ったあんがたっ
ぷり！喉越しが良く、コシのある麺によく合います。シャキシャキの野菜と、
ちょっと塩辛い高菜が癖になる逸品です。
餡がぎっしり詰まった餃子もおススメ。外はモチモチ、焼き目はカリッと、
餡はジューシー！大きいので食べ応え満点です。

順不同
※

所 千葉県我孫子市若松 170-6
休 水曜日 営 11：00〜15：00 ／ 18：00〜20：00 P 有

中華料理

1

所 千葉県我孫子市湖北台 1-13-21（JR 成田線湖北駅南口徒歩約 1 分）
終日喫煙可
問 ℡ 04-7188-0776 休 定休なし 営 11：30〜20：30

所 湖北地区公民館 ホール 千葉県我孫子市中里 81-3
問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 ℡ 04-7185-1601

出演・演目

今年６月にオープンしたお店。柏
の『大勝』と松戸の『まるき』で
修行をした店主が作る煮干しだし
らーめんとチャーハンが人気です。
スープは煮干し４種にカツオとサバ
節、さらに野菜と豚骨を煮込んだ
深みのある味わい。マイルドな煮干しだしが『草
村商店』で製麺された中太縮れ麺によく絡みます。
米一粒一粒がパラッとほぐれるチャーハンの味付
けは塩と胡椒だけ！シンプルが故に後を引きます。
大半のお客さんが煮干しだし醤油らーめん小（税
込 700 円）と半チャーハン（税込 350 円）を注文し、
ラーメンとチャーハンの両方を楽しむとか。

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 3F
（JR 我孫子駅北口より徒歩約 6 分）
問 我孫子市国際交流協会（AIRA）事務局
℡ 04-7183-1231 Fax 04-7183-2005 メール info@e-aira.jp

・ゲスト…つくし野麒麟太鼓「秩父屋台囃子 他」
・布佐小学校郷土芸能クラブ…「投げ合い 他」
・湖北小学校郷土芸能クラブ…「獅子舞 他」
・布佐中学校郷土芸能講座…「三番叟（さんばそう）」
・古戸はやし連中…「三番叟（さんばそう）」
・あびこふるさと会、我孫子第四小学校伝統芸能クラブ…「五囃子（ごばやし）」
・ひょっとこ睦…「稲荷山千箭（いなりやまちのり）」
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第 38 回

我孫子市農業まつり

10：00 〜 15：00
雨天決行・荒天中止
●農産物共進会
※投票時間 10：30~11：30
我孫子の農家が丹精込めて作っ
元素材を使った JAちば東葛のジェ
た農産物の品評会です！ プロと来
ラート、ほかグルメ盛りだくさん！
場者の方に投票してもらい、評価 ●PR・お楽しみコーナー（イベント）
の高い農産物を表彰します！ 投票
餅まき、ポップコーンや苗木の無
した方には農産物直売所あびこん
料配布、新木小学校の食育活動
で使える割引券プレゼント！
や子ども食堂の PR、お散歩バルー
14時以降には出品物の販売会もあ
ンの販売など、お子さまも楽しめ
ります！ たくさんの方々の投票を
るコーナーも充実！
お待ちしています !
●家庭菜園のお悩み相談コーナー
●飲食販売コーナー
実がつかない！すぐに虫に食べら
農家さんお手製！ 豚汁、揚げ物、 れてしまう！などの野菜のお悩み
磯 部焼き、川村学園女子大学が
を気軽にプロに相談できます。
開発！ 我孫子産野菜の惣 菜、地
所 手賀沼親水広場 水の館（駐車場）千葉県我孫子市高野山新田 193
県道 8 号線「我孫子市若松交差点」から 湖北方面へ約 350m 無料駐車場有り
問 我孫子市農業まつり実行委員会 ℡ 04-7185-1481（農政課内）

あびこ文豪巡りツアー参加者募集！
12
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北の鎌倉と呼ばれた我孫子には多くの文化人が移り住みまし
た。文化人たちの足跡をたどりながら、我孫子の魅力を再発見
しよう！
通常非公開の旧武者小路実篤邸跡の和室でお茶とお菓子をお召
し上がりいただき、邸宅をゆっくり満喫していただきます。
その後、手賀沼沿いを歩いて白樺文学館と志賀直哉邸を訪れ
る健脚派向きのツアーです。

＜ルート＞
9：20 アビシルベ集合
9：30 アビシルベ出発
10：00 旧武者小路実篤邸跡着
10：50 出発
11：25 白樺文学館着
12：00 志賀直哉邸跡
12：15 現地解散
※時間は全て予定となっております。
※昼食は付きません。

旧武者小路実篤邸跡
参加費：大人 600 円 中学生以下 300 円
参加者全員に街歩きマップをお渡しします。
定員：先着 20 人（要申込）
申込方法：「アビシルベ」まで電話（℡ 04-7100-0014）またはご来館ください。
主催：我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」（我孫子駅南口徒歩１分）

3

Vol. 80

2019 年 11 月

- 日立アカデミー我孫子研修所庭園公開 30 日立庭園公開
（株）日立アカデミーのご厚意で、紅葉の庭園と手賀沼の眺めをお楽しみいただけます。

Pizza & パスタ La cotta 〜憩いの場〜

11

土

「誰もが気軽にゆったりと美味しい料理を…」がコンセプトのイタリアンレストラン。

園内では、先着 400 名に栞プレゼントするほかコカリナの演奏やお茶のサービスを楽し
10：00〜15：30
めます。
（入場 15：00 まで）
雨天の場合 12/1（日） 研修所内食堂では「白樺派のカレー」を食べることができます。（限定 200 食、700 円）
秋色に染まる『日立アカデミー我孫子研修所庭園』にぜひお立ち寄りください。

一番人気の石窯焼き Pizza と自家製ソースを使ったパスタや、丹精込めて作った手作り
ケーキを中心に美味しいイタリアンを低価格で楽しめます。
市場にはほとんど出回っていない自然派のマキコレワインに、削りたてのパルマ産プロ

費用：100 円（小学生以下無料）
保険料等当日の運営費に使用します
申込：不要
※駐車場なし ペット、飲食物持ち込み不可

シュート（生ハム）など、こだわりの食材もぜひご堪能ください。
店内は段差のないバリアフリー仕様で、誰でも気軽にお食事ができるのも魅力です。
キャラメルバナナのタルト 450 円（税別）

所 日立アカデミー我孫子研修所
千葉県我孫子市高野山 485（我孫子中学校前）
問 ℡ 090-6034-9149（9：00〜17：00）
＜アクセス＞
・JR 我孫子駅南口からバス、東我孫子車庫行き、我孫子中学校前下車 徒歩 1 分
・JR 我孫子駅南口からバス、鳥の博物館前経由天王台駅行き、高野山新田下車
・JR 常磐線天王台駅南口から徒歩 15 分 ・JR 成田線東我孫子駅から徒歩 15 分

11

24

日

第 28 回

あびこ国際交流まつり

“友好を翼にのせて” をテーマに毎年開催されている国際交流まつり。
市民と外国出身者との交流を図るとともに、日本文化を知るきっかけ
づくりを行っています。毎年様々な国の人々が集まり盛り上がります。
プレートランチ 1,150 円（税別）

4 種のキノコのチーズピッツァ 1,150 円（税別）
11：00
〜 16：00
★ギャラリー
ブース出展（中国・韓国・仏・独・イギリス・チリ等による展示・物品販売）他
★ホール
①演奏：中央学院大学吹奏楽団 ②イタリア・カンツォーネ：広田芳一氏
④古典芸能：あびこふるさと会 ⑤コント：日本語教室生徒
⑥外国人による紙芝居 ⑦お楽しみ抽選会 他
★お茶席開設（有料）★着物体験（外国人のみ、要事前予約）★入場無料
356

ペスカトーレ 1,250 円（税別）

※クレジットカード、楽天ペイ使用可

所 千葉県我孫子市中峠台 16-2（JR 成田線湖北駅北口より徒歩約 12 分） 休 第 3 火曜日（祝日の場合は翌営業日）
P 有（23 台）
問 ℡ 04-7190-5818
営 11：00〜L.O.15：00 ／ 17：00〜22：00（L.O.21：00）

全席禁煙（店外に喫煙場所有）

JR 成田線

北口

湖北駅

湖北台西小

12

我孫子らーめん紀行 第16 弾！ 我孫子らーめん紀行 第17 弾！
煮干しだし醤油らーめん

桂

終日禁煙

最新情報は Twitter からご覧いただけます。@wR8FUjI9V3WXDnh（ラーメン桂）

2

若

日

第 39 回

郷土芸能祭

12：00 開演
（11：30 開場）
費用：無料
（全席自由）

市内に古くから伝わる民俗芸能と、日本古来の伝統的な笛・太鼓による
お囃子の祭典「郷土芸能祭」を開催します。今回も、民俗芸能を伝承し
ている市内の団体のほか、小・中学校の郷土芸能クラブが参加します。
今回はつくし野麒麟太鼓をゲストに迎え、華やかに開催します。

湖北地区で長年愛される中華料理店。定番の中華から、ちょっと変わっ
た創作中華までたくさんのメニューがあります。そんな多彩なメニューか
ら今回は「高菜あんかけラーメン（税込 1,050 円）」をご紹介します。
あっさりした塩味のスープと、野菜と高菜をさっと炒めて作ったあんがたっ
ぷり！喉越しが良く、コシのある麺によく合います。シャキシャキの野菜と、
ちょっと塩辛い高菜が癖になる逸品です。
餡がぎっしり詰まった餃子もおススメ。外はモチモチ、焼き目はカリッと、
餡はジューシー！大きいので食べ応え満点です。

順不同
※

所 千葉県我孫子市若松 170-6
休 水曜日 営 11：00〜15：00 ／ 18：00〜20：00 P 有

中華料理

1

所 千葉県我孫子市湖北台 1-13-21（JR 成田線湖北駅南口徒歩約 1 分）
終日喫煙可
問 ℡ 04-7188-0776 休 定休なし 営 11：30〜20：30

所 湖北地区公民館 ホール 千葉県我孫子市中里 81-3
問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 ℡ 04-7185-1601

出演・演目

今年６月にオープンしたお店。柏
の『大勝』と松戸の『まるき』で
修行をした店主が作る煮干しだし
らーめんとチャーハンが人気です。
スープは煮干し４種にカツオとサバ
節、さらに野菜と豚骨を煮込んだ
深みのある味わい。マイルドな煮干しだしが『草
村商店』で製麺された中太縮れ麺によく絡みます。
米一粒一粒がパラッとほぐれるチャーハンの味付
けは塩と胡椒だけ！シンプルが故に後を引きます。
大半のお客さんが煮干しだし醤油らーめん小（税
込 700 円）と半チャーハン（税込 350 円）を注文し、
ラーメンとチャーハンの両方を楽しむとか。

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 3F
（JR 我孫子駅北口より徒歩約 6 分）
問 我孫子市国際交流協会（AIRA）事務局
℡ 04-7183-1231 Fax 04-7183-2005 メール info@e-aira.jp

・ゲスト…つくし野麒麟太鼓「秩父屋台囃子 他」
・布佐小学校郷土芸能クラブ…「投げ合い 他」
・湖北小学校郷土芸能クラブ…「獅子舞 他」
・布佐中学校郷土芸能講座…「三番叟（さんばそう）」
・古戸はやし連中…「三番叟（さんばそう）」
・あびこふるさと会、我孫子第四小学校伝統芸能クラブ…「五囃子（ごばやし）」
・ひょっとこ睦…「稲荷山千箭（いなりやまちのり）」

11

16

土

第 38 回

我孫子市農業まつり

10：00 〜 15：00
雨天決行・荒天中止
●農産物共進会
※投票時間 10：30~11：30
我孫子の農家が丹精込めて作っ
元素材を使った JAちば東葛のジェ
た農産物の品評会です！ プロと来
ラート、ほかグルメ盛りだくさん！
場者の方に投票してもらい、評価 ●PR・お楽しみコーナー（イベント）
の高い農産物を表彰します！ 投票
餅まき、ポップコーンや苗木の無
した方には農産物直売所あびこん
料配布、新木小学校の食育活動
で使える割引券プレゼント！
や子ども食堂の PR、お散歩バルー
14時以降には出品物の販売会もあ
ンの販売など、お子さまも楽しめ
ります！ たくさんの方々の投票を
るコーナーも充実！
お待ちしています !
●家庭菜園のお悩み相談コーナー
●飲食販売コーナー
実がつかない！すぐに虫に食べら
農家さんお手製！ 豚汁、揚げ物、 れてしまう！などの野菜のお悩み
磯 部焼き、川村学園女子大学が
を気軽にプロに相談できます。
開発！ 我孫子産野菜の惣 菜、地
所 手賀沼親水広場 水の館（駐車場）千葉県我孫子市高野山新田 193
県道 8 号線「我孫子市若松交差点」から 湖北方面へ約 350m 無料駐車場有り
問 我孫子市農業まつり実行委員会 ℡ 04-7185-1481（農政課内）

あびこ文豪巡りツアー参加者募集！
12

7

土

北の鎌倉と呼ばれた我孫子には多くの文化人が移り住みまし
た。文化人たちの足跡をたどりながら、我孫子の魅力を再発見
しよう！
通常非公開の旧武者小路実篤邸跡の和室でお茶とお菓子をお召
し上がりいただき、邸宅をゆっくり満喫していただきます。
その後、手賀沼沿いを歩いて白樺文学館と志賀直哉邸を訪れ
る健脚派向きのツアーです。

＜ルート＞
9：20 アビシルベ集合
9：30 アビシルベ出発
10：00 旧武者小路実篤邸跡着
10：50 出発
11：25 白樺文学館着
12：00 志賀直哉邸跡
12：15 現地解散
※時間は全て予定となっております。
※昼食は付きません。

旧武者小路実篤邸跡
参加費：大人 600 円 中学生以下 300 円
参加者全員に街歩きマップをお渡しします。
定員：先着 20 人（要申込）
申込方法：「アビシルベ」まで電話（℡ 04-7100-0014）またはご来館ください。
主催：我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」（我孫子駅南口徒歩１分）

3

12

1

日

平和の集い～我孫子から平和を願う～
今年 8 月、市内中学校の代表 12 人が長崎を訪れ、平和について学んできました。
原爆や戦争の恐ろしさ、平和の大切さを次の世代に伝えていくことをテーマに
「平和の集い〜我孫子から平和を願う〜」を開催します。

13：00 〜 16：00（12：30 開場）
所 けやきプラザ ふれあいホール（JR 我孫子駅南口徒歩約 1 分）
問 我孫子市企画課℡04-7185-1111（内線 211、212）
11 月 20 日（水）〜 12 月 1 日（日）

「平和の集い〜我孫子から平和を願う〜」展
所 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ 9：00 〜 18：00
けやきプラザギャラリー 1・2 9：00 〜 19：00（月曜休館）
※最終日はどちらも 17：00 まで
問 我孫子市企画課℡ 04-7185-1111（内線 211、212）

鳥 の博 物 館

12

開催中〜11月24日
（日）場所：鳥の博物館２階
企画展示室

第８4 回企画展「世界からみた日本の鳥」

7

土

日本の鳥は世界の鳥と比べて、どんな特徴があるのでしょうか？
日本では普通種でも、世界的には日本の周りにしか分布していな
い鳥もいます。海外から訪れる皆さんに紹介したい、日本らしい
鳥を展示します。

取手
常磐線

松戸
上野
東京
品川

我孫子
柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝
＝

同時開催

Vol.80（2019 年 11 月 10 日発行）
上野東京ライン

＜プログラム＞
12：30 開場
13：00 開会、あいさつ
【第 1 部】
13：10 〜 14：10
長崎派遣中学生による報告
【第 2 部】
14：20 〜 14：50
モノオペラ「焼き場に立つ少年」
歌：岡本静子
ピアノ：西元真澄
【第 3 部】
15：00 〜 15：50
演劇「消えた八月」
我孫子中学校演劇部
16：00 閉会

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

あびこ自然観察隊③「夜の動物観察会」
利根川ゆうゆう公園の中を歩き、夜になると河川敷に
出てくるタヌキやノウサギなどの哺乳類や、夜行性の鳥
たちを観察します。

16：00 〜 19：00 荒天中止 集合場所：利根川ゆうゆう公園
参加費：無料 先着 20 名
申込み：℡7185-2212 鳥の博物館まで）

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 TEL：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 白樺文学館所蔵展

12

「芹沢銈介の装幀」

1「稲村雑談―年末特別版―」

日

文学館所蔵の芹沢銈介の装幀本を中心に
芹沢銈介のデザイナーとしての魅力に迫ります。

煮干しだし醤油らーめん 桂

学芸員ギャラリートーク

Pizza & パスタ
La cotta 〜憩いの場〜

時間：14：00〜15：00 定員なし（予約不要）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

志賀直哉「稲村雑談」にあやかり、同名の学芸員
による展示解説です。1 年を振り返って語ります。

11月27日
（水）
〜2020（令和2）年1月26日
（日）
柳宗悦『手仕事の日本』▶

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 TEL：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
※11 月 26 日（火）は展示替えのため休館致します。

杉 村楚 人冠 記念館
企画展

杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館

̶俳句教室̶ 11

10月12日
（土）
〜1月13日
（月 祝）

30

土

「観光案内と地図で見る楚人冠の旅」

紅葉の杉村楚人冠邸園で、俳句作りに挑戦してみませんか。
杉村楚人冠ゆかりの湖畔吟社の方を講師とした、初心者向け
の俳句教室です。この季節の杉村楚人冠邸園には題材がいっ
ぱい。俳句を試しにやってみたいという方、ぜひご参加ください。

中華料理 若
あびこ国際交流まつり

10：00〜15：30（休憩 1 時間、各自昼食）
場所：アビスタ第 2 学習室（講義、句会）、杉村楚人冠記念館（ミニ吟行）
講師：原 瞳子さん、島崎 妙子さん（湖畔吟社）
定員：先着 30 人（要申し込み）
申込：市民図書館アビスタ本館℡04-7184-1110
内容についての問い合わせ：杉村楚人冠記念館℡04-7182-8578

かつて盛んに作られた観光地図や鳥瞰図入りの観光案内。
これに楚人冠が残した寄稿文を組み合わせて当時の観光地
の様子を想像することができる展示です。

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）、年末年始（12/29 〜 1/3)
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

所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5 TEL：04-7182-8578

＊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。）

最新情報はインターネットで！

アビシルベ月間予定
11／5（火）11：00〜11／13（水）17：00

市民文化祭書道展PR展

@abishirube
アビシルベ
abikoinformationcenter
または@ABISHIRUBE または@ABISHIRUBE

東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
アビスト de Night☆

我孫子東高校つまようじアート展
アビプレ80号（2019年11月10日 発行）

イベント情報

アビスト de Night ★

「平和の集い〜我孫子から平和を願う〜」展
12／3（火）〜12／18（水）

YouTube にて動画配信中！
イベントやお祭りの
レポやプロモなど

LIVE !

11／20（水）〜12／1（日）17：00

4

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

毎月多彩なゲストを迎えて
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。

うなきちパラダイス
これを観れば
振付けもバッチリ！

今月のアビスト de Night ★

★NEC グリーンロケッツ
15
★日立庭園公開
金
★我孫子らーめん紀行

11

★新そばまつり★農業まつり 他

日立庭園公開

・Pizza & パスタ

郷土芸能祭

あびこ文豪巡りツアー

La cotta 〜憩いの場〜

今月の色
【群青色】

・我孫子らーめん紀行

abishirube または abikoinfo

11／6（水）〜11／13（水）
第７３回

11／15（金）18：00〜19：00

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

開館時間／9:00〜18:00
休 館 日／年末年始（12/29〜1/3）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

第１６弾「煮干しだし醤油らーめん 桂」
第１７弾「中華料理 若」
・日立庭園公開 - 日立アカデミー我孫子研修所庭園公開 ・第２８回あびこ国際交流まつり
・第３８回我孫子市農業まつり
・第３９回郷土芸能祭
・アビシルベ企画「あびこ文豪巡りツアー」参加者募集
・平和の集い〜我孫子から平和を願う〜

ラピスラズリやアズライトを砕いて作られた古くから伝わ
る鉱物由来の深い青。
フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」や尾形光琳の「燕
子花図屏風」で描かれる印象的な青も群青です。
１１月の夜空もまさに群青色。空気が乾き、澄んでくる
この季節は群青の空に散らばる星を観察するにはぴった
りの季節です。我孫子市内では手賀沼公園や、手賀沼
親水広場、布佐の宮ノ森公園などが市街の人工光の影
響を受けず星を観察できるスポットになっています。
どんな星や星座が見えるのか、水の館プラネタリウムで
予習するのもいいですね。

・我孫子市３館イベント情報（鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館）

Go to next page

