鳥 の博 物 館

懐かしの映画ポスター展 第 17 回

※ポスターは変更することがあります。

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

常磐線

松戸

ヤマドリ

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。
てがたん 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。

上野
東京
品川
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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

「虫を狙う生きものたち」

土

我孫子

＝
＝

9

取手

上野東京ライン

「川端康成生誕１２０年記念 文芸作品映画ポスター展」 第８4 回企画展
「世界からみた日本の鳥」
10 ／ 5（土）〜 12（土） （最終日は 16：00 まで）
川端康成生誕 120 年を記念して、雪国、伊豆の踊子、坊っちゃん、
暗夜行路、山椒大夫など、約３０点の文芸作品映画ポスターを
一堂に展示します。貴重なポスターの数々を是非ご鑑賞ください。

Vol.78（2019 年 9 月 10 日発行）

開催中〜11／24（日）

「アビシルベ」発行（月刊）

クモやカマキリ、トンボ、キリギリスなど昆虫を
食べる動物を観察し、生きもの同士のつながりを
考えてみましょう。

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

」
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

土

に種を遠くに運んでもらっています。鳥と樹木の関
係を探ってみましょう。
ツタの実を食べるイソヒヨドリ
時間：10：00 〜 12：00

※写真は以前開催の様子です。
主催
後援
協力

懐かしの映画ポスター友の会（04-7184-2856 吉澤）
我孫子市教育委員会
青柳隆久氏

所 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

白樺文学館
9

23

月祝

＊入場無料

学芸員ギャラリートーク

「稲村雑談―白樺派と我孫子―」

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。

※９月のテーマトークはありません。
集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止）
10 月のテーマトークは 10 月 19 日に
参加費：高校生以上 100 円（保険料として）
開催予定です。（テーマは未定です。） 申込：不要
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

杉 村楚 人冠記念館

29

日

7／9
（火）〜7／10／6（日）

「嘉納治五郎と手賀沼
〜幻の東京オリンピックをめぐって〜」

企画展

我孫子の先人嘉納治五郎は、1940 年東京五輪

誘致を成功させた立役者でした。その嘉納を
頼りに、手賀沼を漕艇会場にしようと動いた

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）

9

Aloha Farm

人々、そんな我孫子の歴史を掘り起こします。
戦争のために幻と消えたオリンピックをめぐる
手賀沼の物語。
9 月 17 日、24 日は休館となります。

白樺の調べ 〜志賀直哉〜
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。
今月は志賀直哉の作品（「城の崎にて」ほか）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

杉村楚人冠記念館ワークショップ展

竹内神社例大祭

イシヰ飯店

9／24（火）〜10／3（木）

ワークショップで小学生が作成したパンフレットの展示を行います。
それぞれのオススメを記載した、パンフレットをぜひご覧ください。

所 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ
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
9／1（日）15：00〜12（木）17：00

我孫子市書道連盟展PR

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

9／14（土）・15（日）

YouTube にて動画配信中！

9／20（金）18：00〜19：00

イベント情報

アビスト de Night☆ LIVE !

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

9／22（日）

手賀沼でカヌーを楽しもう！（要予約） アビスト de Night ★
9／24（火）〜10／3（木）

杉村楚人冠記念館ワークショップ展
10／5（土）〜 12（土）16：00まで

懐かしの映画ポスター展 第17回

「川端康成生誕１２０年記念
文芸作品映画ポスター展」
アビプレ78号（2019年9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」

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。
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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 ★

20

金

★人気絶頂！らーめん紀行
★沼っちゃお！
★今月のイベント紹介
・ほくほくサンバ・新米フェア

ほくほくサンバ

・ほくほくサンバ
・竹内神社例大祭

abishirube または abikoinfo

市民のチカラまつり２０１９

4

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

・市民のチカラまつり２０１９
・あびこ農産物直売所あびこん 新米フェア
・手賀沼ファーム お芋収穫体験
・「オリンピック・パラリンピック」と千葉のスポーツ史
・もうすぐ JBF！鳥の街我孫子駅前バード・コンサート
・我孫子らーめん紀行（アロハファーム・イシヰ飯店）
・懐かしの映画ポスター展 第 17 回
「川端康成生誕１２０年記念 文芸作品映画ポスター展」

今月の色
【紅桔梗】
秋を代表する花「桔梗」。昔、我孫子市内
では庭に桔梗を好んで植えませんでした。
将門伝 説がある我 孫 子市では将門を裏
切った「桔梗御前」にちなみ桔梗を育てる
ことをしなかったそうです。
このため杉村楚人冠が自宅の庭（現杉村
楚人冠庭園）に桔梗を植えようとした際、
入手に苦労したという話が残っています。
現在は薄れた風習ですが、桔梗を見かけ
た際は「昔の我孫子」に思いを馳せてみ
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

Vol. 78
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29

日

9

ほくほくサンバ

28

新米フェア

土

9：00 〜 17：00 ※荒天中止
湖北がブラジルになる！？

10：00〜14：00
今年も我孫子産の美味しい新米ができました！みんなにいっぱい食べて
欲しい！ということで、フェアを開催します。
当日はお米全品１割引！さらにお買い物 1,000 円ごとにもらえる福引券で
福引にもチャレンジできますよ。ふるまい磯部もちもあります。豪華商
品を引き当てよう！他にもイベント盛りだくさん。皆さまのご来店をお待
ちしています。

JR 成田線湖北駅南口で開催する「ほくほくサンバ」は、
地域の各団体イベントとお子様が楽しめる「こども広場」、
そして 16 回を数えるサンバパレードで構成！
地元の保育園や小学校、各種団体の楽しいイベントと

2019 年 9 月

手賀沼ファーム お芋収穫体験
根戸にある手賀沼ファームでは、
お芋などの収穫体験をすることができます。

開園時間

9 月中旬〜 11 月上旬

お子様が楽しめる遊びの場を用意しています。
＜サンバパレード＞
第 1 パレード

13：40 より湖北台団地中央から保健センターまで

第 2 パレード

15：15 より保健センター北側から湖北駅南口を反時計回りにパレードし、

※価格は全て税込
開催時間：９時〜１５時
費用：サツマイモ…１株２００円
里芋、落花生…１株３００円（１０月中旬頃からとなります）

最後にカスミ前の大盛り上がりでフィナーレになります。

昨年はダンサー 50 名総勢 130 名の大パレードでした。
「街が踊る」湖北へ皆様お誘い合わせて
ご来場をお待ちしております。

9

14 9 15 9 16

土

日

月祝

軍手、タオル、収穫用レジ袋などをご持参ください。
畑に入って、土を掘ります！汚れても良い靴・服装でお越しください。
秋ならではの獲れたて味覚をこの機会にお楽しみください。

所 JR 成田線湖北駅南口周辺

※駐車場が少ないので公共交通機関をご利用願います

所 手賀沼親水広場（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 Tel.04-7168-0821

問 ほくほくサンバ実行委員会 Tel.090-2546-7052

竹内神社例大祭

もうすぐＪＢＦ！ 鳥の街我孫子駅前
バード・コンサート
10
総合司会：千坂義樹（ソ
ノライフ）＋♪鳥くん
13

9 ／ 18（水）〜 10 ／ 3（木）

日

大正 14 年本町
（現在の一丁目）
の様子

竹内神社例大祭は、３００年の歴史を現代に伝えるダイナミックなお祭りです。
祭礼は３日間行われ、我孫子市布佐地区全町あげて開催されます。
成田街道（国道３５６号線）沿いで神輿・山車が巡行する際は、多くの見物客で賑わいます。
最終日、ナリタヤ食彩館布佐店の駐車場では、神輿と山車が一堂に会し競演を繰り広げます。
祭礼案内所前では布佐中学校の子どもたちが「郷土芸能クラブ」としてお囃子を披露します。
ぜひおいでください。

所 JR 成田線布佐駅・竹内神社周辺（千葉県我孫子市布佐 1220）
祭礼案内所：JR 成田線布佐駅東口 石久ビル１F

※祭礼用臨時駐車場を設けておりますが台数に限りがあります。
できる限り公共交通機関をご利用ください。

9

幻の東京オリンピックの誘致に成
功したアジア初国際オリンピック
委員の嘉納治五郎と、我孫子との
関係をはじめとして千葉県ゆかり
の人々の活躍を軸にオリンピック・
パラリンピックについて展 示し、
あわせて千葉 県における近 代 ス
ポーツの歩みについて紹介します。
また、オリンピックを陰で支える
世界レベルのスポーツ競技器具を
製作する「千葉の匠」の技術など、
オリンピックより楽しめる情報もお
伝えします！

所 我孫子市生涯学習センター「アビスタ」
（千葉県我孫子市若松 26-4）

問 Tel.04-7182-0511

10：00
〜 16：00

千葉県我孫子市のシンボルでもある手賀沼のほとり
で 11/2（土）・3（日）に 開 催 さ れ る「Japan Bird
Festival」を広く知ってもらうためのプレイベントです。
多彩なアーティストが
集まり歌やダンスで会
場を盛り上げます！
また、みんな大好き！
うなきち焼や美味しい
唐揚げも出店予定！
みなさまのご来場をお
待ちしております。

所 我孫子インフォメーションセンターアビシルベ前
（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分

千葉県我孫子市本町 2-1-10）

問 ジャパンバードフェスティバル（JBF）実行委員会事務局
（我孫子市役所 環境経済部手賀沼課内）Tel.04-7185-1484
詳しい内容はバードコンサート公式サイトをご覧ください。

我孫子らーめん紀行 第 14 弾！ 我孫子らーめん紀行 第 15 弾！
Aloha Farm

問 当番町祭礼本部（１丁目）Tel.04-7189-3558
さらに詳しい内容はホームページからご覧いただけます。合わせてご利用ください。

イシヰ飯店

市民のチカラまつり 2019「やりたいことのない人も、きっと見つかる楽しいイベント。」
14 9 15 我孫子の市民活動団体が力を合わせ、行政・学校・企業・商店と連携しながら実施するまちづくり交流イベントです。

土

日

10：00 〜 15：30

（9/14‥2 階は 11：00 から）

2

＜スケジュール＞
１４（土）
10：00 〜 神輿渡御式典 竹内神社
11：30 〜 神輿渡御開始 竹内神社〜参道入口
12：50 〜 15：30 連合渡御 御仮屋〜布佐町内全域
15：30 〜 21：00 連合渡御解散後、各町の神輿・山車は
それぞれ町内を巡行
１５（日）※この日は神輿は出ません。
9：00 〜 19：00 山車巡行 布佐町内全域
19：30 〜 20：00 山車競演 御仮屋前
※お囃子や女衆神輿が登場
１６（月・祝）
11：00 〜 神輿渡御式典 御仮屋前
12：00 〜 13：15 連合渡御 御仮屋前〜町内全域
15：15 〜 連合渡御解散後、各町の神輿・山車はそれぞれ
町内を巡行
19：30 〜 20：00 各町山車競演 ナリタヤ前
21：00 〜 神輿参道一口跨 国道３５６号線参道入口前
21：30 神輿神社境内入り 国道３５６号線〜竹内神社
22：00 神輿鎮座 御神霊が社に戻り例大祭が終了

所 手賀沼ファーム（千葉県我孫子市根戸 1349 日暮方）
問 手賀沼トラスト Tel.090-8561-7483

小さなお子さんからシニアまで、多世代が楽しみながら参加でき、ためになる知識もいっぱい！
＜楽しい催し盛りだくさん！＞
・子どものあそびの国
（けん玉検定、大道芸、テーブルゲーム、カプラ、バルーンアートなど）
・おもしろ理科実験（筑波大学 小林正美）
・ウクライナの楽器と歌（カテリーナ） ・スカイラウンジ・オーディオコンサート
・子どもピザ教室（全国友の会我孫子支部）※定員 20 人、要申込
・子ども食堂 ・柔道体験（文武一道塾志道館 坂東真夕子）
・「いだてん」“かのう じごろう” の書をかこう（中央学院大学書道部）
・伝説のコピーライター竹島靖の一行力講座
・プロダクティブ・エイジング講演会（ダイヤ高齢社会研究財団 澤岡詩野）
・福祉団体や地元商店による販売 ・ステージイベント

所 けやきプラザ【2 階、7 階、8 階、9 階、10 階、11 階】・けやき広場（千葉県我孫子市本町 3-1-2） 問 あびこ市民活動ステーション
Tel.04-7165-4370
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）

サイミン

モチコチキン

ハワイアンビール

第１４弾は変り種！ハワイアンカフェ & バーからハワイのラーメンをご紹介
します。ハワイのローカルフードとして親しまれているサイミン（780 円）
はエビ出汁がきいた塩味。あっさりとしたお味ですが、エビ出汁のコクが
癖になります。中華麺との相性も抜群！いつものラーメンにちょっと飽き
てきた方にオススメです。
Aloha Farm ではほかにもモチコチキン（800 円）やハワイアンビール
（780 円）などハワイアンなメニューがいっぱい！
ちょっとした旅行気分で訪れてみてはいかがでしょうか？
所 千葉県我孫子市寿 2-27-31
営 11：30 〜 15：00（L.O14：00）

※価格は全て税別です。

休 日曜・祝日 問 Tel.04-7139-7311

17：00 〜 21：00（L.O20：30） P ４台有

電子タバコのみ喫煙可

タンメン

餃子

読者からの熱い要望でついに掲載！地元の方から長年愛される名店です。
カウンターのみの昔ながらの雰囲気がたまりません。オススメのタンメン
（600 円）は中太の麺にあっさりスープがよく絡み箸が進みます。
さらに、シャキシャキの野菜がたっぷりなので食べ応え有り！食感の違い
も楽しいですね。
餃子（300 円）は餡も皮も全て手作り！カリカリの焼き目とモチモチの皮、
中の餡のバランスが絶妙な店主こだわりの逸品です。
ラーメンだけでなくぜひ餃子も一緒にご注文ください。
所 千葉県我孫子市布佐 2572-3

休 水曜

営 11：00 〜 19：00

P ６台有

※価格は全て税別です。

問 Tel.04-7189-0389
終日喫煙可

3

Vol. 78

9

29

日

9

ほくほくサンバ

28

新米フェア

土

9：00 〜 17：00 ※荒天中止
湖北がブラジルになる！？

10：00〜14：00
今年も我孫子産の美味しい新米ができました！みんなにいっぱい食べて
欲しい！ということで、フェアを開催します。
当日はお米全品１割引！さらにお買い物 1,000 円ごとにもらえる福引券で
福引にもチャレンジできますよ。ふるまい磯部もちもあります。豪華商
品を引き当てよう！他にもイベント盛りだくさん。皆さまのご来店をお待
ちしています。

JR 成田線湖北駅南口で開催する「ほくほくサンバ」は、
地域の各団体イベントとお子様が楽しめる「こども広場」、
そして 16 回を数えるサンバパレードで構成！
地元の保育園や小学校、各種団体の楽しいイベントと

2019 年 9 月

手賀沼ファーム お芋収穫体験
根戸にある手賀沼ファームでは、
お芋などの収穫体験をすることができます。

開園時間

9 月中旬〜 11 月上旬

お子様が楽しめる遊びの場を用意しています。
＜サンバパレード＞
第 1 パレード

13：40 より湖北台団地中央から保健センターまで

第 2 パレード

15：15 より保健センター北側から湖北駅南口を反時計回りにパレードし、

※価格は全て税込
開催時間：９時〜１５時
費用：サツマイモ…１株２００円
里芋、落花生…１株３００円（１０月中旬頃からとなります）

最後にカスミ前の大盛り上がりでフィナーレになります。

昨年はダンサー 50 名総勢 130 名の大パレードでした。
「街が踊る」湖北へ皆様お誘い合わせて
ご来場をお待ちしております。

9

14 9 15 9 16

土

日

月祝

軍手、タオル、収穫用レジ袋などをご持参ください。
畑に入って、土を掘ります！汚れても良い靴・服装でお越しください。
秋ならではの獲れたて味覚をこの機会にお楽しみください。

所 JR 成田線湖北駅南口周辺

※駐車場が少ないので公共交通機関をご利用願います

所 手賀沼親水広場（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 Tel.04-7168-0821

問 ほくほくサンバ実行委員会 Tel.090-2546-7052

竹内神社例大祭

もうすぐＪＢＦ！ 鳥の街我孫子駅前
バード・コンサート
10
総合司会：千坂義樹（ソ
ノライフ）＋♪鳥くん
13

9 ／ 18（水）〜 10 ／ 3（木）

日

大正 14 年本町
（現在の一丁目）
の様子

竹内神社例大祭は、３００年の歴史を現代に伝えるダイナミックなお祭りです。
祭礼は３日間行われ、我孫子市布佐地区全町あげて開催されます。
成田街道（国道３５６号線）沿いで神輿・山車が巡行する際は、多くの見物客で賑わいます。
最終日、ナリタヤ食彩館布佐店の駐車場では、神輿と山車が一堂に会し競演を繰り広げます。
祭礼案内所前では布佐中学校の子どもたちが「郷土芸能クラブ」としてお囃子を披露します。
ぜひおいでください。

所 JR 成田線布佐駅・竹内神社周辺（千葉県我孫子市布佐 1220）
祭礼案内所：JR 成田線布佐駅東口 石久ビル１F

※祭礼用臨時駐車場を設けておりますが台数に限りがあります。
できる限り公共交通機関をご利用ください。

9

幻の東京オリンピックの誘致に成
功したアジア初国際オリンピック
委員の嘉納治五郎と、我孫子との
関係をはじめとして千葉県ゆかり
の人々の活躍を軸にオリンピック・
パラリンピックについて展 示し、
あわせて千葉 県における近 代 ス
ポーツの歩みについて紹介します。
また、オリンピックを陰で支える
世界レベルのスポーツ競技器具を
製作する「千葉の匠」の技術など、
オリンピックより楽しめる情報もお
伝えします！

所 我孫子市生涯学習センター「アビスタ」
（千葉県我孫子市若松 26-4）

問 Tel.04-7182-0511

10：00
〜 16：00

千葉県我孫子市のシンボルでもある手賀沼のほとり
で 11/2（土）・3（日）に 開 催 さ れ る「Japan Bird
Festival」を広く知ってもらうためのプレイベントです。
多彩なアーティストが
集まり歌やダンスで会
場を盛り上げます！
また、みんな大好き！
うなきち焼や美味しい
唐揚げも出店予定！
みなさまのご来場をお
待ちしております。

所 我孫子インフォメーションセンターアビシルベ前
（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分

千葉県我孫子市本町 2-1-10）

問 ジャパンバードフェスティバル（JBF）実行委員会事務局
（我孫子市役所 環境経済部手賀沼課内）Tel.04-7185-1484
詳しい内容はバードコンサート公式サイトをご覧ください。

我孫子らーめん紀行 第 14 弾！ 我孫子らーめん紀行 第 15 弾！
Aloha Farm

問 当番町祭礼本部（１丁目）Tel.04-7189-3558
さらに詳しい内容はホームページからご覧いただけます。合わせてご利用ください。

イシヰ飯店

市民のチカラまつり 2019「やりたいことのない人も、きっと見つかる楽しいイベント。」
14 9 15 我孫子の市民活動団体が力を合わせ、行政・学校・企業・商店と連携しながら実施するまちづくり交流イベントです。

土

日

10：00 〜 15：30

（9/14‥2 階は 11：00 から）

2

＜スケジュール＞
１４（土）
10：00 〜 神輿渡御式典 竹内神社
11：30 〜 神輿渡御開始 竹内神社〜参道入口
12：50 〜 15：30 連合渡御 御仮屋〜布佐町内全域
15：30 〜 21：00 連合渡御解散後、各町の神輿・山車は
それぞれ町内を巡行
１５（日）※この日は神輿は出ません。
9：00 〜 19：00 山車巡行 布佐町内全域
19：30 〜 20：00 山車競演 御仮屋前
※お囃子や女衆神輿が登場
１６（月・祝）
11：00 〜 神輿渡御式典 御仮屋前
12：00 〜 13：15 連合渡御 御仮屋前〜町内全域
15：15 〜 連合渡御解散後、各町の神輿・山車はそれぞれ
町内を巡行
19：30 〜 20：00 各町山車競演 ナリタヤ前
21：00 〜 神輿参道一口跨 国道３５６号線参道入口前
21：30 神輿神社境内入り 国道３５６号線〜竹内神社
22：00 神輿鎮座 御神霊が社に戻り例大祭が終了

所 手賀沼ファーム（千葉県我孫子市根戸 1349 日暮方）
問 手賀沼トラスト Tel.090-8561-7483

小さなお子さんからシニアまで、多世代が楽しみながら参加でき、ためになる知識もいっぱい！
＜楽しい催し盛りだくさん！＞
・子どものあそびの国
（けん玉検定、大道芸、テーブルゲーム、カプラ、バルーンアートなど）
・おもしろ理科実験（筑波大学 小林正美）
・ウクライナの楽器と歌（カテリーナ） ・スカイラウンジ・オーディオコンサート
・子どもピザ教室（全国友の会我孫子支部）※定員 20 人、要申込
・子ども食堂 ・柔道体験（文武一道塾志道館 坂東真夕子）
・「いだてん」“かのう じごろう” の書をかこう（中央学院大学書道部）
・伝説のコピーライター竹島靖の一行力講座
・プロダクティブ・エイジング講演会（ダイヤ高齢社会研究財団 澤岡詩野）
・福祉団体や地元商店による販売 ・ステージイベント

所 けやきプラザ【2 階、7 階、8 階、9 階、10 階、11 階】・けやき広場（千葉県我孫子市本町 3-1-2） 問 あびこ市民活動ステーション
Tel.04-7165-4370
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）

サイミン

モチコチキン

ハワイアンビール

第１４弾は変り種！ハワイアンカフェ & バーからハワイのラーメンをご紹介
します。ハワイのローカルフードとして親しまれているサイミン（780 円）
はエビ出汁がきいた塩味。あっさりとしたお味ですが、エビ出汁のコクが
癖になります。中華麺との相性も抜群！いつものラーメンにちょっと飽き
てきた方にオススメです。
Aloha Farm ではほかにもモチコチキン（800 円）やハワイアンビール
（780 円）などハワイアンなメニューがいっぱい！
ちょっとした旅行気分で訪れてみてはいかがでしょうか？
所 千葉県我孫子市寿 2-27-31
営 11：30 〜 15：00（L.O14：00）

※価格は全て税別です。

休 日曜・祝日 問 Tel.04-7139-7311

17：00 〜 21：00（L.O20：30） P ４台有

電子タバコのみ喫煙可

タンメン

餃子

読者からの熱い要望でついに掲載！地元の方から長年愛される名店です。
カウンターのみの昔ながらの雰囲気がたまりません。オススメのタンメン
（600 円）は中太の麺にあっさりスープがよく絡み箸が進みます。
さらに、シャキシャキの野菜がたっぷりなので食べ応え有り！食感の違い
も楽しいですね。
餃子（300 円）は餡も皮も全て手作り！カリカリの焼き目とモチモチの皮、
中の餡のバランスが絶妙な店主こだわりの逸品です。
ラーメンだけでなくぜひ餃子も一緒にご注文ください。
所 千葉県我孫子市布佐 2572-3

休 水曜

営 11：00 〜 19：00

P ６台有

※価格は全て税別です。

問 Tel.04-7189-0389
終日喫煙可

3

鳥 の博 物 館

懐かしの映画ポスター展 第 17 回

※ポスターは変更することがあります。

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

常磐線

松戸

ヤマドリ

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。
てがたん 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。

上野
東京
品川

14

10

柏

成田線

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

「虫を狙う生きものたち」

土

我孫子

＝
＝

9

取手

上野東京ライン

「川端康成生誕１２０年記念 文芸作品映画ポスター展」 第８4 回企画展
「世界からみた日本の鳥」
10 ／ 5（土）〜 12（土） （最終日は 16：00 まで）
川端康成生誕 120 年を記念して、雪国、伊豆の踊子、坊っちゃん、
暗夜行路、山椒大夫など、約３０点の文芸作品映画ポスターを
一堂に展示します。貴重なポスターの数々を是非ご鑑賞ください。

Vol.78（2019 年 9 月 10 日発行）

開催中〜11／24（日）

「アビシルベ」発行（月刊）

クモやカマキリ、トンボ、キリギリスなど昆虫を
食べる動物を観察し、生きもの同士のつながりを
考えてみましょう。

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

」
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

土

に種を遠くに運んでもらっています。鳥と樹木の関
係を探ってみましょう。
ツタの実を食べるイソヒヨドリ
時間：10：00 〜 12：00

※写真は以前開催の様子です。
主催
後援
協力

懐かしの映画ポスター友の会（04-7184-2856 吉澤）
我孫子市教育委員会
青柳隆久氏

所 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

白樺文学館
9

23

月祝

＊入場無料

学芸員ギャラリートーク

「稲村雑談―白樺派と我孫子―」

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。

※９月のテーマトークはありません。
集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止）
10 月のテーマトークは 10 月 19 日に
参加費：高校生以上 100 円（保険料として）
開催予定です。（テーマは未定です。） 申込：不要
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

杉 村楚 人冠記念館

29

日

7／9
（火）〜7／10／6（日）

「嘉納治五郎と手賀沼
〜幻の東京オリンピックをめぐって〜」

企画展

我孫子の先人嘉納治五郎は、1940 年東京五輪

誘致を成功させた立役者でした。その嘉納を
頼りに、手賀沼を漕艇会場にしようと動いた

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）

9

Aloha Farm

人々、そんな我孫子の歴史を掘り起こします。
戦争のために幻と消えたオリンピックをめぐる
手賀沼の物語。
9 月 17 日、24 日は休館となります。

白樺の調べ 〜志賀直哉〜
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。
今月は志賀直哉の作品（「城の崎にて」ほか）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

杉村楚人冠記念館ワークショップ展

竹内神社例大祭

イシヰ飯店

9／24（火）〜10／3（木）

ワークショップで小学生が作成したパンフレットの展示を行います。
それぞれのオススメを記載した、パンフレットをぜひご覧ください。

所 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ
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
9／1（日）15：00〜12（木）17：00

我孫子市書道連盟展PR

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

9／14（土）・15（日）

YouTube にて動画配信中！

9／20（金）18：00〜19：00

イベント情報

アビスト de Night☆ LIVE !

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

9／22（日）

手賀沼でカヌーを楽しもう！（要予約） アビスト de Night ★
9／24（火）〜10／3（木）

杉村楚人冠記念館ワークショップ展
10／5（土）〜 12（土）16：00まで

懐かしの映画ポスター展 第17回

「川端康成生誕１２０年記念
文芸作品映画ポスター展」
アビプレ78号（2019年9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」

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。

9

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 ★

20

金

★人気絶頂！らーめん紀行
★沼っちゃお！
★今月のイベント紹介
・ほくほくサンバ・新米フェア

ほくほくサンバ

・ほくほくサンバ
・竹内神社例大祭

abishirube または abikoinfo

市民のチカラまつり２０１９

4

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
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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

・市民のチカラまつり２０１９
・あびこ農産物直売所あびこん 新米フェア
・手賀沼ファーム お芋収穫体験
・「オリンピック・パラリンピック」と千葉のスポーツ史
・もうすぐ JBF！鳥の街我孫子駅前バード・コンサート
・我孫子らーめん紀行（アロハファーム・イシヰ飯店）
・懐かしの映画ポスター展 第 17 回
「川端康成生誕１２０年記念 文芸作品映画ポスター展」

今月の色
【紅桔梗】
秋を代表する花「桔梗」。昔、我孫子市内
では庭に桔梗を好んで植えませんでした。
将門伝 説がある我 孫 子市では将門を裏
切った「桔梗御前」にちなみ桔梗を育てる
ことをしなかったそうです。
このため杉村楚人冠が自宅の庭（現杉村
楚人冠庭園）に桔梗を植えようとした際、
入手に苦労したという話が残っています。
現在は薄れた風習ですが、桔梗を見かけ
た際は「昔の我孫子」に思いを馳せてみ
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）
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