ジャパンバードフェスティバル当日は鳥の博物館の入館無料！
館内での楽しいイベントや、メイン会場でミュージアムグッズの販売も行います。

鳥 の博 物 館

水の館 プラネタリウム〈新番組〉

M45©ESA/ESO/NASA

星空解説「今夜、なにがみえるかな（2019 秋 ~ 冬）」

10
11

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

9

もらっています。鳥と樹木の関係を探ってみましょう。

「モズのはやにえを探そう」

土
M42©NASA/ESA
M1©NASA/ESA

＜ボサノヴァ星空コンサート＞

モズは、獲った獲物を枝などに刺して保存する「はやにえ」を作ります。
はやにえを探して、小さな猛禽であるモズのくらしの秘密に迫りましょう。

テーマトーク

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

素敵な音楽と癒しのひと時をお楽しみください。
歌・演奏 鈴木 美也子さん
星空解説 駒井 仁南子さん

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

時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15）会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着 50 名） 参加費：無料（入館料別途）

杉 村楚 人冠記念館

学芸員ギャラリートーク

「稲村雑談―白樺派と我孫子―」

企画展「観光案内と地図で見る楚人冠の旅」
﹃観光の千葉県﹄の鳥瞰図

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。

10月12日
（土）
〜1月13日
（月 祝）

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

白樺の調べ 〜武者小路実篤〜

27 市民スタッフによる朗読とピアノ演奏をお楽しみいただきます。

日

CHIBA

19「我孫子駅前におけるイソヒヨドリの繁殖調査」
近年、海岸を主な生息地としていたイソヒヨドリが

白樺文学館

10

ABIKO

10

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

月祝

成田

山階鳥類研究所所員（鳥類研究者）及び鳥の博物館学芸員による講演会です。

所 水の館 3F プラネタリウム 千葉県我孫子市高野山新田 193
問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館 Tel. 04-7184-0555（水の館施設利用窓口）

14

成田線

土
内陸部の市街地で確認されるようになってきてい
ます。イソヒヨドリの市街地における生態を明らかにするため、
2017 年からＪＲ我孫子駅周辺で毎年実施してきた繁殖調査の
結果をご紹介します。
我孫子市内で撮影したイソヒヨドリ

プラネタリウムの満天の星の下、心安らぐ

12 ボサノヴァに耳を傾けてみませんか♪

10

柏

＝
＝

土

11:00~ , 13:00~
※当日定時上映は 15：00, 16：00 のみ
※費用 300 円・定員 50 名
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機にてチケット販売

東京
品川

」
12「樹木と鳥の『持ちつ持たれつ』
動くことができない樹木は、鳥をはじめとする動物に種を遠くに運んで

秋の四辺形から星々をたどり、秋から冬にかけて
手賀沼周辺で観られる星空を解説し ます。

土

てがたん

上野

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。毎月第二土曜日に開催しています。

我孫子

上野東京ライン

冬に向けて星がきれいに見えるようになっていきます。美しい
天体を巡りながら、星 の一生や天文現象などを紹介します。

10

常磐線

松戸

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。

テーマ番組「星空への招待」

※各回 約 20 分・費用 100 円
（中学生以下無料）・定員 50 名
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機
にてチケット販売

取手

２階 企画展示室

第８4 回企画展「世界からみた日本の鳥」

10 月 13 日 ( 日 ) から新しい番組がスタートします !

Vol.79（2019 年 10 月 10 日発行）

開催中〜11／24（日）場所：鳥の博物館

今月は武者小路実篤の作品（「かちかち山」）を
朗読とピアノのコラボレーションでお送りします。

時間：14：00〜15：30（途中休憩あり） 定 員：先着 20 名
場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
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）
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

うなきちカップ

ジャパンバードフェスティバル

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。
休館日 月曜日（10 月 14 日、11 月 4 日、1 月 13 日除く）
、10 月 15 日、11 月 5 日、
12 月 29 日〜 1 月 3 日 ※10 月 11日（金）は臨時休館となります。
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）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5 TEL：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

＊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

10／5（土）〜 12（土）16：00

懐かしの映画ポスター展 第17回

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

「川端康成生誕１２０年記念
文芸作品映画ポスター展」

鳥の街我孫子駅前バードコンサート
アビスト de Night☆

YouTube にて動画配信中！
イベント情報

LIVE !

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

10／19（土）10：00〜16：00

あびマルシェ「陽だまりの時間ミニ in ABIKO」 アビスト de Night ★
ハンドメイド作品の販売と、パステルアートのワークショップ

10／22（火）13：00〜11／3（日）

ちょっと先取りJBF

11／5（火）11：00〜11／13（水）17：00

東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
4

アビプレ79号（2019年10月10日 発行）

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 ★

18 ★我孫子らーめん紀行
金
★JBF のほか、

10

市民文化祭書道展PR展
11／6（水）〜11／13（水）

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

秋のイベント大紹介！

手賀沼エコマラソン

旧村川別荘 竹灯篭の夕べ

旧武者小路実篤邸跡

・鳥の祭典 ジャパンバードフェスティバル２０１９開催！

今月の色
【茜色】

・旧村川別荘 竹灯篭の夕べ

abishirube または abikoinfo

10／13（日）

10／18（金）18：00〜

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

・旧武者小路実篤邸跡 特別公開のご案内
・2019 手賀沼チームラン・キッズラン うなきちカップ
・第２５回手賀沼エコマラソン
・我孫子市産業まつり
・子の神大黒天 柴燈護摩火渡り
・NEIGHBORSHIP 我孫子国際交流文化祭
・秋といえば文化祭！（川村学園女子大学・中央学院大学）
・水の館 プラネタリウム新番組

秋は茜色の夕焼けが美しい季節。特に手賀沼
の夕焼けは格別で、写真を撮りに来られる方
も多いです。
オススメの撮影スポットは手賀沼親水広場周
辺、水の館展望室、高野山桃山公園など。
晴れた日には富士山のシルエットが見えること
もあります。また、秋に多く飛ぶようになるト
ンボの アキアカネ も名前の通り茜色の代表
格ですね。
みなさんも我孫子市で風景や、生き物の茜色
を探して秋を満喫してみてはいかがでしょうか？

・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

うなきちカップ

ジャパンバードフェスティバル
２０１9 〜人と鳥の共存をめざして〜

11

ジャパ ンバードフェスティバ ル（Japan Bird Festival/ 略 称：
JBF）は、我孫子市手賀沼周辺にて行われる、日本最大級の鳥
をテーマにしたイベントです。
土
日・祝 毎年、全国から多くの方が訪れる “鳥好き” にはたまらない内
容なのはもちろん、鳥好きでなくても、来て、観て、知って、
9：30
9：30
〜16：00
〜15：00 楽しめること間違いなし！

11 2

フォトコンテスト審査員による総評とワンナップ撮影術
講師：叶内 拓哉、戸塚 学、♪鳥くん、中野 泰敬
日時：11 月 3 日（日・祝）10：30 〜 11：30
会場：アビスタ 1 階 ホール（作品展示はアビスタ 2 階 ミニホール）

●手賀沼親水広場・オオバン広場
双眼鏡や望遠鏡、撮影・録音機材の展示・販売、鳥グッズの販売、手賀沼湖畔・
船上バードウォッチングのほか、全国各地（北は北海道、南は小笠原諸島）
はもとより、海外から来日した団体の活動展示など、見どころ満載！
ステージでは様々なアーティストのライブのほか、『我孫子グルメタイム』、
どなたでも参加できる『勝ち抜き野鳥クイズ』や『じゃんけん大会』も開催！
フードの出店も多数あり！

●鳥の博物館内イベント
〜ゲストトーク〜
「台日野鳥交流活動−海外野鳥観察旅行の楽しみ方−」
日時：１１月３日（日・祝）10：30 〜 11：30（開場 10：00）
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着 50 名）
参加費：無料（ＪＢＦ開催中は鳥の博物館入館料無料）
講師：林憲文（台湾鳥会会長）、間野吉幸（我孫子野鳥を守る会前会長）
内容：台湾は日本と同様に島国であり、面積は九州と同じくらいですが、
固有種の数は日本より多く、29 種程と知られています。そして、
それらを観察するため、毎年、日本から多くのバードウォッチャー
が訪れています。
今回は台湾の鳥の魅力とともに、野鳥を通じて生まれた市民レベ
ルでの交流活動の醍醐味についても、台日双方の視点から語って
頂きます。

〜鳥の工作〜

ハシビロコウのぼうしを作ろう！

日時：両日 10：00 〜 12：00
会場：鳥の博物館 2 階 友の会・市民スタッフルーム
申込：参加費無料、先着順、材料がなくなり次第終了。

〜鳥博クイズ〜

館内の展示を見ながらクイズに挑戦！

日時：両日 13：30 〜 15：30
会場：鳥の博物館 展示室
申込：各回当日先着 150 名
※全問正解者には記念品をプレゼント！
問 JBF 実行委員会事務局（我孫子市手賀沼課）Tel.04-7185-1484
開催日当日専用 Tel.070-3133-9069 ／ 070-3133-6106
JBF の詳しい内容は公式ホームページをご覧ください。

http://www.birdfesta.net/

旧村川別荘
竹灯篭の夕べ
11

1

金

11

※荒天中止

2

土

16：00
16：00
〜19：00 〜18：00
市指定文化財の「旧村川別荘」で、秋の風物詩 “竹灯篭の夕べ”
を開催します。別荘内に自生する竹で作った竹灯篭の幻想的なライ
トアップでゆったりとしたひと時をお過ごしください。
秋が深まるこの季節、涼やかな風と柔らかな光の中で大正・昭和へ
思いを馳せながら、別荘地での時間を楽しみませんか。みなさまの
ご来荘、お待ちしています。
※１日目はＳＰレコード鑑賞、２日目はコカリナの演奏をお楽しみい
ただけます。
費用：無料（申込不要）
※足元が暗くなっているため、各自懐中電灯をお持ちいただくよう
お願いします。

所 旧村川別荘

千葉県我孫子市寿 2-27-9
※駐車場はありません。
公共交通機関をご利用ください（阪東バス「市役所」
下車徒歩 5 分）

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1583（平日のみ）

2

11 22 11 23 旧武者小路実篤邸跡
金

土・祝

！
で仲間と走ろう
たすきをつない

特別公開のご案内

昨年度ご好評をいただいた旧武者小路実篤邸跡の
特別公開を、今年度も行います。手賀沼を望む高
台に建てられた旧武者小路実篤邸跡で秋のひと時
を過ごしませんか？ どうぞご参加ください。
※雨天実施

【八景歩きツアー付特別版】
●時間：各日とも 10:00、10:30、11:00、11:30、 両日とも我孫子の景観を育てる会による特別ツアー（白樺派の若
き文豪・二人を結ぶハケの道コース〈3 時間〉も同時募集します。
13:00、13:30、14:00、14:30、15:00
※少雨実施
●定員：各回 20 人（要申込）※当日受付不可
①9：30 武者小路実篤邸跡集合 見学後 10：00 出発−白樺文学
●費用：500 円（記念品、保険料含む）
●申込方法：10 月 20 日（日）
（当日消印有効） 館−けやきプラザ（正午ごろ解散）
までに、往復はがき または ちば電子申請サー ②13：30 けやきプラザ 1 階集合―白樺文学館―15：30 ごろ着武
者小路実篤邸跡見学（16：00 ごろ現地解散予定）
ビス。
往復はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番号・ ※白樺文学館では特別公開中、武者小路実篤の作品を特別公開
同行者の住所・氏名（４人まで）
・希望日時（第 します（学芸員の解説付）。
注意事項 重複無効。同行者が別途申込をした場合も重複とみな
３希望まで）
・返信面に宛先を明記し、
〈〒270-1166 我孫子市我孫子 1684 文化・スポー します。 電話・ファクス受付不可。 八景歩きツアー付特別版参
加希望の場合は、9：30、15：30 分の回として上記申込方法と同
ツ課〉まで。
様にお申し込みください。第 3 希望までのうちのひとつとして希望
結果は 10 月 31日（木）ごろ発送します。
※応募者多数の場合は抽選となります。あらか してください。 八景歩きツアー付特別版も定員は各回 20 人です。
費用は 500 円のほか、別途入館料（団体料金）がかかります。
じめご了承ください。

所 旧武者小路実篤邸跡 千葉県我孫子市船戸 2-21-9（JR 我孫子駅南口より徒歩約 20 分）
問 教育委員会文化・スポーツ課 歴史文化財担当 Tel.04-7185-1583（平日のみ）
詳しい内容は我孫子市ホームページからもご覧いただけます。

所 手賀沼親水広場特設コース 千葉県我孫子市高野山新田 193

20

日

開会式
9：00 〜
スタート 10：00 〜
表彰式 12：30

＜お勧め観戦スポット＞
柏ふるさと公園からのスタートや大通りは大迫力！！
「よみがえる手賀沼

さわやかに走ろう！」をスローガンに今回で２５回目（四半世紀）

となる記念大会を開催します。ハーフマラソン（21.0975km）をランナーたちが走りぬ
けます！ 手賀沼エコマラソンは日本陸連公認大会です。各所でブラスバンドや和太鼓演
奏の応援を行います。一緒に応援しよう！ メイン会場では随時ブラスバンドやチアリー
ディングによるパフォーマンス、名物のラジオ体操は今年も実施。

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1604（平日のみ）

10

27

日

周回コースをチームでたすきリレーをしながら、あらかじめ決められた時間や距
離でチームの走行距離や走破タイムを競います。もちろん当日の応援も大歓迎！
今年は「そば祭り」を同時開催！ 美味しいお蕎麦をご賞味ください。
その他、ステージ上ではミニライブやじゃんけん大会なども実施しますので、子
供から大人まで楽しめるイベントとなっています。

●鳥学講座『島の鳥類学−南西諸島の鳥をめぐる自然史−』

●『全日本鳥フォトコンテスト in JBF 講演会』

10

申込期間：１０月３１日（木）まで
※親子ランは定員に達したため締切ました。

〇注目イベント & 出展

2019 年 10 月

第 25 回

8：45 〜 15：15（8：00 受付開始）
競技内容：チームラン
キッズラン
親子ラン

24

日

11 3

講演：高木 昌興（北海道大学大学院理学研究員教授）
水田 拓（山階鳥類研究所保全研究室長）
ディスカッション：高木 昌興・尾崎 清明（山階鳥類研究所副所長）・水田 拓
日時：11 月 2 日（土）13：30 〜 15：30
会場：アビスタ 1 階 ホール
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2019 手賀沼チームラン・キッズラン

鳥の祭典 ジャパンバードフェスティバル ２０１９ 開催！

コース：スタート公道（柏ふるさと公園入口我孫子側）〜根戸新田Ｔ字路〜我孫子生涯
学習センター前〜手賀大橋〜道の駅しょうなん〜ふれあい緑道〜曙橋〜フィッシングセン
ター前〜都部新田交差点〜湖北台中先折り返し〜五本松公園〜高野山新田交差点〜親
水広場〜手賀大橋〜ふれあい緑道〜ビジターセンター〜柏ふるさと公園

我孫子市産業まつり
～市民みんなの力で我孫子に活気を！
このお祭りから市内の産業を盛り上げよう！～

所 柏ふるさと公園（千葉県柏市柏下４）他、我孫子市・柏の手賀沼周辺
問 手賀沼エコマラソン実行委員会事務局 Tel.04-7167-8345
（月〜金 / 9：00 〜 16：00 ※祝日を除く）

10：00〜15：00
10：00〜15：00
※雨天中止
※雨天中止
詳しくは、手賀沼エコマラソンホームページからもご覧いただけます。
市内企業・事業所の PR ブース
https://teganuma-eco.jp/
をはじめ、市内商店による飲
食・物販の青空市など我孫子
我孫子の新しい魅力を体験！
市内のお店が多数集まります。
巨大なスポーツスライダーや市
日
内小学校の吹奏楽部によるス
10：00 〜 16：00
テージイベントなど楽しい企画
※荒天中止
も盛りだくさんです。
おまつりスタンプラリー
人も緑も豊かな手賀沼湖畔。
最後 のおまつりです。 おまつり 所 湖北台中央公園（我孫子市湖北台 7-5）
地 元 愛に溢れるここ我 孫 子
応募される方はお忘れ スタンプラリー 問 我孫子市商業観光課
対象
で、世界中と「地元愛」自慢。
なく。
Tel.04-7185-1111（内 20-506）※平日のみ
食べて、遊んで、語り明かそ
さい とう ご
ま
び
わた
う。今 回のお 相 手は、情 熱
の国「スペイン」。

10

10

27 子の神大黒天 柴燈護摩火渡り

日

14：00〜
雨天決行
お 札等を 燃やした
“おき火” の上を山
伏姿の僧侶が裸足
で歩きます。
お 札やお守りの販
売も有。

27 NEIGHBORSHIP 我孫子国際交流文化祭

なお、この企画は、ラテンビート
映画祭（http://www.lbﬀ.jp/）の
スピンオフです。

所 手賀沼公園
問 Tel.04-7182-6662
（Abiko A-life 実行委員会）
http://abiko.life/
SNS（FB・TW・IG）
Abiko A-life 検索

所 問 子之神大黒天延寿院 千葉県我孫子市寿 2-27-10 ／ 04-7182-2239

・・・・・・秋といえば文化祭！我孫子市内にある２つの大学の文化祭をご紹介します。・・・・・・

川村学園女子大学 10 10 10：00
19 20 〜16：00
第 31 回 鶴雅祭
土
日
所 川村学園女子大学 千葉県我孫子市下ヶ
我孫子キャンパス
千葉県我孫子市下ヶ戸 1133

問 川村学園女子大学 学生生活支援室 Tel.04-7183-5538
今年度の鶴雅祭のテーマは、
『活喜歓楽』です。鶴雅祭が活気に満ち、全て
の人が楽しめ、喜びに繋げられるようにとの思いを込めました。
８学科・クラブ・同好会等の特色を活かした企画・公演・模擬店等、地域の
皆さんにご参加いただく企画を用意しています。
また、トークショーには声優の木村昴さん＆木島隆一さん、ライブステージ
には First place さんをお迎えします。皆さまのご来場をお待ちしています！
詳しくは、大学のホームページをご覧ください。

10：00
〜16：30

10

26

土

10

中央学院大学

27 第 53 回 あびこ祭
日

所 中央学院大学 千葉県我孫子市久寺家 451
問 04-7183-6518（学生課）

今年はメインアーティストの『ベリーグッドマン』ライブ、各学部の特色を生
かしたアカデミック企画を予定しています！ その他、警察犬訓練ショー、ふれ
あい動物園、ワークショップなど子ども向け企画も盛りだくさん！！ 詳しくは
「あびこ祭」で検索☆

3

うなきちカップ

ジャパンバードフェスティバル
２０１9 〜人と鳥の共存をめざして〜

11

ジャパ ンバードフェスティバ ル（Japan Bird Festival/ 略 称：
JBF）は、我孫子市手賀沼周辺にて行われる、日本最大級の鳥
をテーマにしたイベントです。
土
日・祝 毎年、全国から多くの方が訪れる “鳥好き” にはたまらない内
容なのはもちろん、鳥好きでなくても、来て、観て、知って、
9：30
9：30
〜16：00
〜15：00 楽しめること間違いなし！

11 2

フォトコンテスト審査員による総評とワンナップ撮影術
講師：叶内 拓哉、戸塚 学、♪鳥くん、中野 泰敬
日時：11 月 3 日（日・祝）10：30 〜 11：30
会場：アビスタ 1 階 ホール（作品展示はアビスタ 2 階 ミニホール）

●手賀沼親水広場・オオバン広場
双眼鏡や望遠鏡、撮影・録音機材の展示・販売、鳥グッズの販売、手賀沼湖畔・
船上バードウォッチングのほか、全国各地（北は北海道、南は小笠原諸島）
はもとより、海外から来日した団体の活動展示など、見どころ満載！
ステージでは様々なアーティストのライブのほか、『我孫子グルメタイム』、
どなたでも参加できる『勝ち抜き野鳥クイズ』や『じゃんけん大会』も開催！
フードの出店も多数あり！

●鳥の博物館内イベント
〜ゲストトーク〜
「台日野鳥交流活動−海外野鳥観察旅行の楽しみ方−」
日時：１１月３日（日・祝）10：30 〜 11：30（開場 10：00）
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着 50 名）
参加費：無料（ＪＢＦ開催中は鳥の博物館入館料無料）
講師：林憲文（台湾鳥会会長）、間野吉幸（我孫子野鳥を守る会前会長）
内容：台湾は日本と同様に島国であり、面積は九州と同じくらいですが、
固有種の数は日本より多く、29 種程と知られています。そして、
それらを観察するため、毎年、日本から多くのバードウォッチャー
が訪れています。
今回は台湾の鳥の魅力とともに、野鳥を通じて生まれた市民レベ
ルでの交流活動の醍醐味についても、台日双方の視点から語って
頂きます。

〜鳥の工作〜

ハシビロコウのぼうしを作ろう！

日時：両日 10：00 〜 12：00
会場：鳥の博物館 2 階 友の会・市民スタッフルーム
申込：参加費無料、先着順、材料がなくなり次第終了。

〜鳥博クイズ〜

館内の展示を見ながらクイズに挑戦！

日時：両日 13：30 〜 15：30
会場：鳥の博物館 展示室
申込：各回当日先着 150 名
※全問正解者には記念品をプレゼント！
問 JBF 実行委員会事務局（我孫子市手賀沼課）Tel.04-7185-1484
開催日当日専用 Tel.070-3133-9069 ／ 070-3133-6106
JBF の詳しい内容は公式ホームページをご覧ください。

http://www.birdfesta.net/

旧村川別荘
竹灯篭の夕べ
11

1

金

11

※荒天中止

2

土

16：00
16：00
〜19：00 〜18：00
市指定文化財の「旧村川別荘」で、秋の風物詩 “竹灯篭の夕べ”
を開催します。別荘内に自生する竹で作った竹灯篭の幻想的なライ
トアップでゆったりとしたひと時をお過ごしください。
秋が深まるこの季節、涼やかな風と柔らかな光の中で大正・昭和へ
思いを馳せながら、別荘地での時間を楽しみませんか。みなさまの
ご来荘、お待ちしています。
※１日目はＳＰレコード鑑賞、２日目はコカリナの演奏をお楽しみい
ただけます。
費用：無料（申込不要）
※足元が暗くなっているため、各自懐中電灯をお持ちいただくよう
お願いします。

所 旧村川別荘

千葉県我孫子市寿 2-27-9
※駐車場はありません。
公共交通機関をご利用ください（阪東バス「市役所」
下車徒歩 5 分）

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1583（平日のみ）

2

11 22 11 23 旧武者小路実篤邸跡
金

土・祝

！
で仲間と走ろう
たすきをつない

特別公開のご案内

昨年度ご好評をいただいた旧武者小路実篤邸跡の
特別公開を、今年度も行います。手賀沼を望む高
台に建てられた旧武者小路実篤邸跡で秋のひと時
を過ごしませんか？ どうぞご参加ください。
※雨天実施

【八景歩きツアー付特別版】
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※少雨実施
●定員：各回 20 人（要申込）※当日受付不可
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までに、往復はがき または ちば電子申請サー ②13：30 けやきプラザ 1 階集合―白樺文学館―15：30 ごろ着武
者小路実篤邸跡見学（16：00 ごろ現地解散予定）
ビス。
往復はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番号・ ※白樺文学館では特別公開中、武者小路実篤の作品を特別公開
同行者の住所・氏名（４人まで）
・希望日時（第 します（学芸員の解説付）。
注意事項 重複無効。同行者が別途申込をした場合も重複とみな
３希望まで）
・返信面に宛先を明記し、
〈〒270-1166 我孫子市我孫子 1684 文化・スポー します。 電話・ファクス受付不可。 八景歩きツアー付特別版参
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ツ課〉まで。
様にお申し込みください。第 3 希望までのうちのひとつとして希望
結果は 10 月 31日（木）ごろ発送します。
※応募者多数の場合は抽選となります。あらか してください。 八景歩きツアー付特別版も定員は各回 20 人です。
費用は 500 円のほか、別途入館料（団体料金）がかかります。
じめご了承ください。

所 旧武者小路実篤邸跡 千葉県我孫子市船戸 2-21-9（JR 我孫子駅南口より徒歩約 20 分）
問 教育委員会文化・スポーツ課 歴史文化財担当 Tel.04-7185-1583（平日のみ）
詳しい内容は我孫子市ホームページからもご覧いただけます。

所 手賀沼親水広場特設コース 千葉県我孫子市高野山新田 193
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日
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表彰式 12：30

＜お勧め観戦スポット＞
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けます！ 手賀沼エコマラソンは日本陸連公認大会です。各所でブラスバンドや和太鼓演
奏の応援を行います。一緒に応援しよう！ メイン会場では随時ブラスバンドやチアリー
ディングによるパフォーマンス、名物のラジオ体操は今年も実施。
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●鳥学講座『島の鳥類学−南西諸島の鳥をめぐる自然史−』
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所 川村学園女子大学 千葉県我孫子市下ヶ
我孫子キャンパス
千葉県我孫子市下ヶ戸 1133

問 川村学園女子大学 学生生活支援室 Tel.04-7183-5538
今年度の鶴雅祭のテーマは、
『活喜歓楽』です。鶴雅祭が活気に満ち、全て
の人が楽しめ、喜びに繋げられるようにとの思いを込めました。
８学科・クラブ・同好会等の特色を活かした企画・公演・模擬店等、地域の
皆さんにご参加いただく企画を用意しています。
また、トークショーには声優の木村昴さん＆木島隆一さん、ライブステージ
には First place さんをお迎えします。皆さまのご来場をお待ちしています！
詳しくは、大学のホームページをご覧ください。

10：00
〜16：30

10

26

土

10

中央学院大学

27 第 53 回 あびこ祭
日

所 中央学院大学 千葉県我孫子市久寺家 451
問 04-7183-6518（学生課）

今年はメインアーティストの『ベリーグッドマン』ライブ、各学部の特色を生
かしたアカデミック企画を予定しています！ その他、警察犬訓練ショー、ふれ
あい動物園、ワークショップなど子ども向け企画も盛りだくさん！！ 詳しくは
「あびこ祭」で検索☆

3

ジャパンバードフェスティバル当日は鳥の博物館の入館無料！
館内での楽しいイベントや、メイン会場でミュージアムグッズの販売も行います。

鳥 の博 物 館

水の館 プラネタリウム〈新番組〉

M45©ESA/ESO/NASA

星空解説「今夜、なにがみえるかな（2019 秋 ~ 冬）」

10
11

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

9

もらっています。鳥と樹木の関係を探ってみましょう。

「モズのはやにえを探そう」

土
M42©NASA/ESA
M1©NASA/ESA

＜ボサノヴァ星空コンサート＞

モズは、獲った獲物を枝などに刺して保存する「はやにえ」を作ります。
はやにえを探して、小さな猛禽であるモズのくらしの秘密に迫りましょう。

テーマトーク

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

素敵な音楽と癒しのひと時をお楽しみください。
歌・演奏 鈴木 美也子さん
星空解説 駒井 仁南子さん

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

時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15）会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着 50 名） 参加費：無料（入館料別途）

杉 村楚 人冠記念館

学芸員ギャラリートーク

「稲村雑談―白樺派と我孫子―」

企画展「観光案内と地図で見る楚人冠の旅」
﹃観光の千葉県﹄の鳥瞰図

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。

10月12日
（土）
〜1月13日
（月 祝）

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

白樺の調べ 〜武者小路実篤〜

27 市民スタッフによる朗読とピアノ演奏をお楽しみいただきます。

日

CHIBA

19「我孫子駅前におけるイソヒヨドリの繁殖調査」
近年、海岸を主な生息地としていたイソヒヨドリが

白樺文学館

10

ABIKO

10

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

月祝

成田

山階鳥類研究所所員（鳥類研究者）及び鳥の博物館学芸員による講演会です。

所 水の館 3F プラネタリウム 千葉県我孫子市高野山新田 193
問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館 Tel. 04-7184-0555（水の館施設利用窓口）

14

成田線

土
内陸部の市街地で確認されるようになってきてい
ます。イソヒヨドリの市街地における生態を明らかにするため、
2017 年からＪＲ我孫子駅周辺で毎年実施してきた繁殖調査の
結果をご紹介します。
我孫子市内で撮影したイソヒヨドリ

プラネタリウムの満天の星の下、心安らぐ

12 ボサノヴァに耳を傾けてみませんか♪

10

柏

＝
＝

土

11:00~ , 13:00~
※当日定時上映は 15：00, 16：00 のみ
※費用 300 円・定員 50 名
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機にてチケット販売

東京
品川

」
12「樹木と鳥の『持ちつ持たれつ』
動くことができない樹木は、鳥をはじめとする動物に種を遠くに運んで

秋の四辺形から星々をたどり、秋から冬にかけて
手賀沼周辺で観られる星空を解説し ます。

土

てがたん

上野

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。毎月第二土曜日に開催しています。

我孫子

上野東京ライン

冬に向けて星がきれいに見えるようになっていきます。美しい
天体を巡りながら、星 の一生や天文現象などを紹介します。

10

常磐線

松戸

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。

テーマ番組「星空への招待」

※各回 約 20 分・費用 100 円
（中学生以下無料）・定員 50 名
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機
にてチケット販売

取手

２階 企画展示室

第８4 回企画展「世界からみた日本の鳥」

10 月 13 日 ( 日 ) から新しい番組がスタートします !

Vol.79（2019 年 10 月 10 日発行）

開催中〜11／24（日）場所：鳥の博物館

今月は武者小路実篤の作品（「かちかち山」）を
朗読とピアノのコラボレーションでお送りします。

時間：14：00〜15：30（途中休憩あり） 定 員：先着 20 名
場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
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）
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

うなきちカップ

ジャパンバードフェスティバル

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。
休館日 月曜日（10 月 14 日、11 月 4 日、1 月 13 日除く）
、10 月 15 日、11 月 5 日、
12 月 29 日〜 1 月 3 日 ※10 月 11日（金）は臨時休館となります。
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）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5 TEL：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

＊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

10／5（土）〜 12（土）16：00

懐かしの映画ポスター展 第17回

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

「川端康成生誕１２０年記念
文芸作品映画ポスター展」

鳥の街我孫子駅前バードコンサート
アビスト de Night☆

YouTube にて動画配信中！
イベント情報

LIVE !

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

10／19（土）10：00〜16：00

あびマルシェ「陽だまりの時間ミニ in ABIKO」 アビスト de Night ★
ハンドメイド作品の販売と、パステルアートのワークショップ

10／22（火）13：00〜11／3（日）

ちょっと先取りJBF

11／5（火）11：00〜11／13（水）17：00

東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
4

アビプレ79号（2019年10月10日 発行）

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 ★

18 ★我孫子らーめん紀行
金
★JBF のほか、

10

市民文化祭書道展PR展
11／6（水）〜11／13（水）

我孫子インフォメーションセンター
「アビシルベ」

秋のイベント大紹介！

手賀沼エコマラソン

旧村川別荘 竹灯篭の夕べ

旧武者小路実篤邸跡

・鳥の祭典 ジャパンバードフェスティバル２０１９開催！

今月の色
【茜色】

・旧村川別荘 竹灯篭の夕べ

abishirube または abikoinfo

10／13（日）

10／18（金）18：00〜

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

・旧武者小路実篤邸跡 特別公開のご案内
・2019 手賀沼チームラン・キッズラン うなきちカップ
・第２５回手賀沼エコマラソン
・我孫子市産業まつり
・子の神大黒天 柴燈護摩火渡り
・NEIGHBORSHIP 我孫子国際交流文化祭
・秋といえば文化祭！（川村学園女子大学・中央学院大学）
・水の館 プラネタリウム新番組

秋は茜色の夕焼けが美しい季節。特に手賀沼
の夕焼けは格別で、写真を撮りに来られる方
も多いです。
オススメの撮影スポットは手賀沼親水広場周
辺、水の館展望室、高野山桃山公園など。
晴れた日には富士山のシルエットが見えること
もあります。また、秋に多く飛ぶようになるト
ンボの アキアカネ も名前の通り茜色の代表
格ですね。
みなさんも我孫子市で風景や、生き物の茜色
を探して秋を満喫してみてはいかがでしょうか？

・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

