鳥 の博 物 館
第８6 回企画展

まで
開催中〜8月30日
（日）
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場所：鳥の博物館２階 企画展示室

バンディング（標識調査）は、個体を識別するための標識を
鳥に付けて、渡りや寿命を調べる調査です。日本では、環境省

取手
常磐線

「てがたん樹木検定 夏編」

松戸

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）

土

上野

新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、参加人数を限定し、申込制で実施
する予定です。詳細は鳥の博物館ウェブサイトで確認ください。

テーマトーク

7

が山階鳥類研究所に委託して調査が行われており、各地で
様々な鳥を対象とした調査が実施されています。バンディン

18

山階鳥類研究所所員や鳥の博物館学芸員による講演会です。

講師：小田谷

嘉弥（鳥の博物館学芸員）

すべての鳥の羽毛は使い捨てで、定期的に抜けて新しいものに交換さ
れます。その一連のプロセスを換羽（かんう）といいます。
鳥の生活の中での換羽の役割や身近な鳥の換羽の観察のコツに加え、
換羽に着目すると野外観察が一段と面白くなる実例をご紹介します。

て明らかになった鳥たちの渡りや生活をご紹介します。

柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地

「鳥の換羽とその野外観察の面白さ」

土

グではどのように調査が行われているか、バンディングによっ

東京
品川

我孫子

上野東京ライン

「バンディング展
―足環でわかる鳥の渡り―」
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Vol.88（2020 年 7 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。毎月第二土曜日に開催しています。

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

時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15）参加費：無料（入館料別途）
新型コロナウイルス感染症対策のため、オンライン会議ツール ZOOM を使用したウェブセミナー
形式で行う予定です。申し込み方法等詳細は、鳥の博物館ウェブサイトで確認ください。

鳥の科学作品展

7月18日（土）〜8月30日（日）

我孫子市の小中学生科学作品展に昨年度出展された鳥の研究に関する
作品をお借りし、展示します。夏休みの自由研究のヒントが見つかります。
場所：鳥の博物館 1 階

玄関ホール

参加費：入館料がかかります

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

杉 村楚 人冠記念館

まで
〜11月8日
（日）

『白樺』創刊 110 年記念、市制 50 周年記念

〜9月27日（日）まで

我孫子市制 50 周年・我孫子を知る1 年企画

＜志賀直哉展ー山田家コレクションを中心にー＞ 「寄贈資料展
志賀直哉の子孫である山田家からの寄贈資料
の展示会です。初公開の資料多数。
「白樺」創刊
110 年記念としてご覧ください。

楚人冠と湖畔吟社」

今回は「我孫子を知る 1 年」シリーズの
企画として、楚人冠の書いた掛け軸、河
村蜻山作の灰落としなど、市民寄贈の
資料から、湖畔吟社ゆかりの品々を展示
します。
楚人冠と我孫子の人びとの結びつきに
思いをはせながらご覧ください。

＜志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）＞
熱海稲村大洞台にて
※8/3（月）〜 9/30（水）までエレベーター取り替え工事の
ため休館します。

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

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

YouTube のアビシルベCHANNEL にて「シリーズ 我孫子を愛した文人たち」を配信予定！

配信に関する情報は白樺文学館・杉村楚人冠記念館の
ホームページやTwitter でお知らせいたします。

我孫子インフォメーションセンター

8／1（土）12：00〜 8／10（月）15：00

第７回我孫子市岡発戸・都部の谷津〜風景とチョウの写真展〜 （アビシルベ）
7/10（金）より

好評
配信中
！

ダウンロードは
Google Play

朝９時よりアビシルベで
販売開始！

App Store

または

本誌で掲載の情報は 7 月１日現在のものです。
アビシルベは現在一部業務を制限し営業を再開してい
ます。入館時にはマスクの着用と手指の消毒をお願い
する等、引き続き感染拡大防止に努めてまいります。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。
市内での関連情報については我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。
アビプレ88号（2020年7月10日 発行）

開館時間／
9：00〜18：00

・アビシルベってどんなとこ？

年末年始（12/29〜1/3）

・根戸の蓮田・ひまわりが見頃です。

我孫子市観光アプリ
「あびこ巡り」休館日／

再販決定！
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鮮やかな黄色が映えるひまわり

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

アビシルベ月間予定

手賀沼のうなきちさんぬいぐるみ

根戸新田で咲く優美な蓮

「あびこ巡り」

で

で検索！

最新情報はインターネットで！
@abishirube
アビシルベ
abikoinformationcenter
または@ABISHIRUBE または@ABISHIRUBE

アビシルベ または abikoinfo

YouTube のアビシルベ CHANNEL!!

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

- ルビー -」は宝飾品としても人気です。
情熱的な赤い色は古来より生命力や豊穣、

・夏休みの環境学習！

夏は植物がぐんぐんと成長し、多くの生き物

（鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館）

www.abikoinfo.jp アビシルベ

ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇る赤い石「紅玉

・水の館 プラネタリウムイベント情報
・我孫子市 3 館展示・イベント情報
〒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

今月の色
【紅玉 - ルビー -】

2020 年 7 月 1 日に我孫子市は
市制施行 50 周年を迎えました！

勝利の象徴とされてきました。
が繁殖期を迎えるまさに生命力の季節。
照りつける日差しの暑さはルビーの赤色を思
わせます。
7 月 1 日に市制施行50周年を迎えた我孫子
市の更なる 豊穣 への願いをこめて…

Go to next page
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アビシルベって どんなとこ？
アビシルベは公募で決定した我孫子インフォメーションセンターの愛称で、
「我孫子を知るべ」「我孫子の道標」の意味が込められた観光案内所です。
2020 年 9 月に 10 周年を迎えます。今回は便利な活用方法をご紹介します！

●観光・イベント・PR・情報発信

2020 年 7 月

根戸の蓮田・ひまわり
蓮田 ひまわりが見頃です
NPO 法人手賀沼トラストが管理する蓮田とひまわり畑が見頃を迎えます。
例年ひまわり畑で行なっていたイベントは本年は中止となっていま
すが、畑は自由に見学いただけます。
夏らしい花々をお楽しみください。

アビシルベでは我孫子市内の魅力的な観光情報を
取り揃えています。
散策にぴったりなマップの配布はもちろん、まわる
道順や見どころを知りたいときはお気軽にスタッフ
にお声掛けください！お客さまのニーズに合わせて
ルートをご提案いたします。
また、市内で行われるイベントやグルメの情報もで
きる限り集めて紹介します。
今お読みいただいているこの「アビプレ」や我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」でも情報発信を行なっています。
広告物（ポスター・チラシ）をお預かりしアビシルベ館内に無償で掲示することもできますので、ぜひご利用ください。

根戸城址

蓮田：千葉県我孫子市根戸の田んぼ（手賀沼ふれあいライン沿い）
ひまわり畑：千葉県我孫子市根戸新田字船戸（手賀沼ふれあいライン沿い）

蓮田

●我孫子市ふるさと産品・手賀沼のうなきちさんグッズ等の販売
我孫子市散策のお土産や親しい方へのご挨拶に我孫子市ふるさと産品はいかがですか？
ご予算に応じて贈答品の詰め合わせもお作りしています。
また、ここでしか買えない手賀沼のうなきちさんグッズも充実！
みんなに買ってほしいうな〜！

手賀沼ファーム 至 我孫子駅
駐車場

ひまわり

アビスタ

手 賀 沼

水の館 プラネタリウム

駐車場：手賀沼ファームの駐車場をご利用ください。

7/18（土）から新しい番組がスタートします !

※熱中症対策をしてお出かけください

7/18（土）〜10/11（日）

テーマ番組

「50年前の星空〜我孫子市制施行50周年〜」

●展示
アビシルベでは通年を通して様々な展示を行っています。
我孫子市内の市民団体は展示室を無償でご利用いただけます。
サークルの作品展示や、団体の PR などにお役立てください。
パネルや長机の貸し出しもございます。

2020 年 7 月 1 日、我孫子市は市制 50 周年を迎えました。
我孫子市 50 年の歩み、そして時々の天文現象などをご紹介します。
星空解説

●ライブ・オン・アビシルベ

「今夜、なにがみえるかな 2020年夏」

第 3 金曜日の後の日曜日に、アビシルベ前
けやきひろばでストリートライブを開催し
ています。参加無料・年齢 / 経験不問！
どなたでもご参加いただけます。（※事前
に申請が必要です。）
アコースティックや、大道芸、ダンス、手
品などサークルや趣味の発表の場としても
ご利用ください。

上映時間

夏の大三角形や天の川、夜明けに東の空に昇ってくる秋の四辺形。
有名なさそり座の他、いるか座やこぎつね座など普段あまり名前を
聞かないかわいらしい星座も紹介していきます。

●SNS・アビスト de Night・YouTube

第 3 金曜日の後の土曜日・日曜日に、アビシルベの館内で展示販売を行なって
いただけます。（※事前に申請が必要です。）
市内商工業者の出張販売はもちろん、市内で活動する作家によるハンドメイド
雑貨の販売・書道ワークショップなど様々な形で開催可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

Twitter・Facebook・Instagram を活用し我孫子の最新情報をお届け
しています。また、毎月第３金曜日には「アビスト de Night」と銘打ち、
学芸員など多彩なゲストを迎えた番組を配信！過去の放送は YouTube
のアビシルベ CHANNEL でご覧いただけます。お店やイベントを動画
で PR したい！という方はぜひお声掛けください。

上映日時：土日祝日

夏休み期間中（8/3（月）〜 8/20（木））は平日も 1 日 2 回★の時間に上映します。
平日の団体上映は夏休み期間中に限り午前中のみ受け付け。
※2 日前までに要予約。
定員：各回先着 25 名（1 時間前から発券、席の間隔をあけてのご案内）
費用：高校生以上 100 円（中学生以下無料）

ハレー彗星 ©NASA

●あびマルシェ

テーマ番組：10 時・13 時・15 時★
星 空 解 説：11 時・14 時★・16 時

プラネタリウム星空コンサート

星空たんけん観望会

8 1 「1970 年代、あの頃のうた〜我孫子市制施行 50 周年〜」 8 8 「木星・土星と夏の賑やかな星空を見よう！
土

①11:00 〜
②13:00 〜

50 年前のなつかしの名曲を聴きながら、星空と手賀沼花火
大会の映像を楽しむことができます。
あの頃に想いを馳せながら、夏のひと時をお過ごしください。

※上映 1 時間前から発券開始

定員：先着 25 名（小学生以下保護者同伴）
費用：300 円
※当日、定時上映は 15 時と 16 時のみ行います。

土

19:00
〜 20:30

〜電視観望で、今までに見たこともない夏の天体を見よう〜」
星空の見方を学ぶ講座と星空観察会です。

（18:45 受付開始）

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）

※雨天・曇天の場合、星空観望会は中止。
プラネタリウムで番組を鑑賞します。
定員：先着 25 名 ※小学生以下は保護者同伴
費用：100 円（中学生以下は無料）
持物：懐中電灯（赤色灯推奨）
申込：8 月 7 日 ( 金 ) までに水の館 (04-7184-0555)

☆夏休みの環境学習！

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、定員を通常の半分でご案内しております。また、お客様には手指の消毒、マスクの着用、連絡先の記入などにご協力をいただいております。

◆船から見る手賀沼のふしぎ（船上学習）

●アビシルベ年間イベントスケジュール
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アビシルベでは季節ごとに様々なイベントを開催しています。
皆さまの参加をお待ちしております！
1 月：新春ふるまい（甘酒のふるまい・獅子舞など）
成人式記念式典 フリーフォトスポット（金屏風と紅毛氈のフォトスポットをご用意）
2 月：お内裏様やお雛様になって写真を撮ろう！（衣装を着て記念写真を撮ることができるお子さま向けのイベント）
4 月〜 10 月：ライブ・オン・アビシルベ
所 我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）
7 月・9 月：手賀沼でカヌーを楽しもう！（手賀沼でカヌー体験ができるイベント）
千葉県我孫子市本町 2-1-10（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分）
秋〜冬：あびこ文豪巡りツアー（市内の名所を歩いてまわる散策ツアー）
問
Tel.04-7100-0014 mail：mail@abikoinfo.jp
通年開催：あびマルシェ、アビスト de Night
※スケジュールは変更になる可能性があります。
※全ての詳しい利用規約・参加方法に関してはアビシルベのホームページをご覧いただくか、
直接お問いあわせください。

日時：８月11日
（火） 9:15〜10:30
集合：ボートセンター小池前 費用：無料
対象：小学生（３年生以下保護者同伴）30名（1組3人まで）
持物：マスク・手袋・筆記用具・帽子※・飲み物※
申込：7月16日〜８月4日まで ※雨天・強風中止

◆紙粘土で花瓶等を作ろう！〜廃棄物利用で鳥や花を飾って〜

◆プランクトンをつかまえて顕微鏡で観察しよう！

日時：8月6日
（木）
・13日
（木） 9:30〜11:30（全２回）
場所：アビスタ工芸工作室 費用：無料
対象：小学生（３年生以下保護者同伴）先着申込15人（1組3人まで）
持物：マスク・エプロン・タオル・粘土用へら
（お持ちの方）
２回目に持ち帰り用の箱（段ボールなど）
申込：7月16日〜30日まで

◆カヌー体験in手賀沼！
日時：８月８日
（土） 12:30〜16:30
日時：8月16日
（日） ①10:00〜②11:00〜③13:00〜④14:00〜
場所：水の館３階研修室 費用：50円
（保険料）
場所：手賀沼親水広場（集合場所：水の館３階） 費用：100円
（保険料）
対象：小学生（３年生以下保護者同伴）
対象：小学４年生以上、各回1人乗り3名・2人乗り3組(家族での同乗のみ)
先着申込21人（1組3人まで）
※
※
持物：筆記用具・持ち帰り用の袋（ビニール袋）
・タオル・帽子※・飲み物※ 持物：マスク・水にぬれてもよい服・タオル・着替え・帽子 ・飲み物
申込：7月16日〜8月11日まで
申込：7月16日〜８月３日まで
複数の講座を希望される場合は、お問い合わせください。 申込 問 手賀沼課 Tel. 04-7185-1484
※屋外イベントに参加される場合は熱中症対策をお願いします。
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2020 年 7 月

根戸の蓮田・ひまわり
蓮田 ひまわりが見頃です
NPO 法人手賀沼トラストが管理する蓮田とひまわり畑が見頃を迎えます。
例年ひまわり畑で行なっていたイベントは本年は中止となっていま
すが、畑は自由に見学いただけます。
夏らしい花々をお楽しみください。

アビシルベでは我孫子市内の魅力的な観光情報を
取り揃えています。
散策にぴったりなマップの配布はもちろん、まわる
道順や見どころを知りたいときはお気軽にスタッフ
にお声掛けください！お客さまのニーズに合わせて
ルートをご提案いたします。
また、市内で行われるイベントやグルメの情報もで
きる限り集めて紹介します。
今お読みいただいているこの「アビプレ」や我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」でも情報発信を行なっています。
広告物（ポスター・チラシ）をお預かりしアビシルベ館内に無償で掲示することもできますので、ぜひご利用ください。

根戸城址

蓮田：千葉県我孫子市根戸の田んぼ（手賀沼ふれあいライン沿い）
ひまわり畑：千葉県我孫子市根戸新田字船戸（手賀沼ふれあいライン沿い）

蓮田

●我孫子市ふるさと産品・手賀沼のうなきちさんグッズ等の販売
我孫子市散策のお土産や親しい方へのご挨拶に我孫子市ふるさと産品はいかがですか？
ご予算に応じて贈答品の詰め合わせもお作りしています。
また、ここでしか買えない手賀沼のうなきちさんグッズも充実！
みんなに買ってほしいうな〜！

手賀沼ファーム 至 我孫子駅
駐車場

ひまわり

アビスタ

手 賀 沼

水の館 プラネタリウム

駐車場：手賀沼ファームの駐車場をご利用ください。

7/18（土）から新しい番組がスタートします !

※熱中症対策をしてお出かけください

7/18（土）〜10/11（日）

テーマ番組

「50年前の星空〜我孫子市制施行50周年〜」

●展示
アビシルベでは通年を通して様々な展示を行っています。
我孫子市内の市民団体は展示室を無償でご利用いただけます。
サークルの作品展示や、団体の PR などにお役立てください。
パネルや長机の貸し出しもございます。

2020 年 7 月 1 日、我孫子市は市制 50 周年を迎えました。
我孫子市 50 年の歩み、そして時々の天文現象などをご紹介します。
星空解説

●ライブ・オン・アビシルベ

「今夜、なにがみえるかな 2020年夏」

第 3 金曜日の後の日曜日に、アビシルベ前
けやきひろばでストリートライブを開催し
ています。参加無料・年齢 / 経験不問！
どなたでもご参加いただけます。（※事前
に申請が必要です。）
アコースティックや、大道芸、ダンス、手
品などサークルや趣味の発表の場としても
ご利用ください。

上映時間

夏の大三角形や天の川、夜明けに東の空に昇ってくる秋の四辺形。
有名なさそり座の他、いるか座やこぎつね座など普段あまり名前を
聞かないかわいらしい星座も紹介していきます。

●SNS・アビスト de Night・YouTube

第 3 金曜日の後の土曜日・日曜日に、アビシルベの館内で展示販売を行なって
いただけます。（※事前に申請が必要です。）
市内商工業者の出張販売はもちろん、市内で活動する作家によるハンドメイド
雑貨の販売・書道ワークショップなど様々な形で開催可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

Twitter・Facebook・Instagram を活用し我孫子の最新情報をお届け
しています。また、毎月第３金曜日には「アビスト de Night」と銘打ち、
学芸員など多彩なゲストを迎えた番組を配信！過去の放送は YouTube
のアビシルベ CHANNEL でご覧いただけます。お店やイベントを動画
で PR したい！という方はぜひお声掛けください。

上映日時：土日祝日

夏休み期間中（8/3（月）〜 8/20（木））は平日も 1 日 2 回★の時間に上映します。
平日の団体上映は夏休み期間中に限り午前中のみ受け付け。
※2 日前までに要予約。
定員：各回先着 25 名（1 時間前から発券、席の間隔をあけてのご案内）
費用：高校生以上 100 円（中学生以下無料）

ハレー彗星 ©NASA

●あびマルシェ

テーマ番組：10 時・13 時・15 時★
星 空 解 説：11 時・14 時★・16 時

プラネタリウム星空コンサート

星空たんけん観望会

8 1 「1970 年代、あの頃のうた〜我孫子市制施行 50 周年〜」 8 8 「木星・土星と夏の賑やかな星空を見よう！
土

①11:00 〜
②13:00 〜

50 年前のなつかしの名曲を聴きながら、星空と手賀沼花火
大会の映像を楽しむことができます。
あの頃に想いを馳せながら、夏のひと時をお過ごしください。

※上映 1 時間前から発券開始

定員：先着 25 名（小学生以下保護者同伴）
費用：300 円
※当日、定時上映は 15 時と 16 時のみ行います。

土

19:00
〜 20:30

〜電視観望で、今までに見たこともない夏の天体を見よう〜」
星空の見方を学ぶ講座と星空観察会です。

（18:45 受付開始）

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）

※雨天・曇天の場合、星空観望会は中止。
プラネタリウムで番組を鑑賞します。
定員：先着 25 名 ※小学生以下は保護者同伴
費用：100 円（中学生以下は無料）
持物：懐中電灯（赤色灯推奨）
申込：8 月 7 日 ( 金 ) までに水の館 (04-7184-0555)

☆夏休みの環境学習！

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、定員を通常の半分でご案内しております。また、お客様には手指の消毒、マスクの着用、連絡先の記入などにご協力をいただいております。

◆船から見る手賀沼のふしぎ（船上学習）

●アビシルベ年間イベントスケジュール
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アビシルベでは季節ごとに様々なイベントを開催しています。
皆さまの参加をお待ちしております！
1 月：新春ふるまい（甘酒のふるまい・獅子舞など）
成人式記念式典 フリーフォトスポット（金屏風と紅毛氈のフォトスポットをご用意）
2 月：お内裏様やお雛様になって写真を撮ろう！（衣装を着て記念写真を撮ることができるお子さま向けのイベント）
4 月〜 10 月：ライブ・オン・アビシルベ
所 我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）
7 月・9 月：手賀沼でカヌーを楽しもう！（手賀沼でカヌー体験ができるイベント）
千葉県我孫子市本町 2-1-10（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分）
秋〜冬：あびこ文豪巡りツアー（市内の名所を歩いてまわる散策ツアー）
問
Tel.04-7100-0014 mail：mail@abikoinfo.jp
通年開催：あびマルシェ、アビスト de Night
※スケジュールは変更になる可能性があります。
※全ての詳しい利用規約・参加方法に関してはアビシルベのホームページをご覧いただくか、
直接お問いあわせください。

日時：８月11日
（火） 9:15〜10:30
集合：ボートセンター小池前 費用：無料
対象：小学生（３年生以下保護者同伴）30名（1組3人まで）
持物：マスク・手袋・筆記用具・帽子※・飲み物※
申込：7月16日〜８月4日まで ※雨天・強風中止

◆紙粘土で花瓶等を作ろう！〜廃棄物利用で鳥や花を飾って〜

◆プランクトンをつかまえて顕微鏡で観察しよう！

日時：8月6日
（木）
・13日
（木） 9:30〜11:30（全２回）
場所：アビスタ工芸工作室 費用：無料
対象：小学生（３年生以下保護者同伴）先着申込15人（1組3人まで）
持物：マスク・エプロン・タオル・粘土用へら
（お持ちの方）
２回目に持ち帰り用の箱（段ボールなど）
申込：7月16日〜30日まで

◆カヌー体験in手賀沼！
日時：８月８日
（土） 12:30〜16:30
日時：8月16日
（日） ①10:00〜②11:00〜③13:00〜④14:00〜
場所：水の館３階研修室 費用：50円
（保険料）
場所：手賀沼親水広場（集合場所：水の館３階） 費用：100円
（保険料）
対象：小学生（３年生以下保護者同伴）
対象：小学４年生以上、各回1人乗り3名・2人乗り3組(家族での同乗のみ)
先着申込21人（1組3人まで）
※
※
持物：筆記用具・持ち帰り用の袋（ビニール袋）
・タオル・帽子※・飲み物※ 持物：マスク・水にぬれてもよい服・タオル・着替え・帽子 ・飲み物
申込：7月16日〜8月11日まで
申込：7月16日〜８月３日まで
複数の講座を希望される場合は、お問い合わせください。 申込 問 手賀沼課 Tel. 04-7185-1484
※屋外イベントに参加される場合は熱中症対策をお願いします。
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鳥 の博 物 館
第８6 回企画展

まで
開催中〜8月30日
（日）

8

場所：鳥の博物館２階 企画展示室

バンディング（標識調査）は、個体を識別するための標識を
鳥に付けて、渡りや寿命を調べる調査です。日本では、環境省

取手
常磐線

「てがたん樹木検定 夏編」

松戸

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）

土

上野

新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、参加人数を限定し、申込制で実施
する予定です。詳細は鳥の博物館ウェブサイトで確認ください。

テーマトーク

7

が山階鳥類研究所に委託して調査が行われており、各地で
様々な鳥を対象とした調査が実施されています。バンディン

18

山階鳥類研究所所員や鳥の博物館学芸員による講演会です。

講師：小田谷

嘉弥（鳥の博物館学芸員）

すべての鳥の羽毛は使い捨てで、定期的に抜けて新しいものに交換さ
れます。その一連のプロセスを換羽（かんう）といいます。
鳥の生活の中での換羽の役割や身近な鳥の換羽の観察のコツに加え、
換羽に着目すると野外観察が一段と面白くなる実例をご紹介します。

て明らかになった鳥たちの渡りや生活をご紹介します。

柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地

「鳥の換羽とその野外観察の面白さ」

土

グではどのように調査が行われているか、バンディングによっ

東京
品川

我孫子

上野東京ライン

「バンディング展
―足環でわかる鳥の渡り―」
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Vol.88（2020 年 7 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。毎月第二土曜日に開催しています。

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

時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15）参加費：無料（入館料別途）
新型コロナウイルス感染症対策のため、オンライン会議ツール ZOOM を使用したウェブセミナー
形式で行う予定です。申し込み方法等詳細は、鳥の博物館ウェブサイトで確認ください。

鳥の科学作品展

7月18日（土）〜8月30日（日）

我孫子市の小中学生科学作品展に昨年度出展された鳥の研究に関する
作品をお借りし、展示します。夏休みの自由研究のヒントが見つかります。
場所：鳥の博物館 1 階

玄関ホール

参加費：入館料がかかります

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

杉 村楚 人冠記念館

まで
〜11月8日
（日）

『白樺』創刊 110 年記念、市制 50 周年記念

〜9月27日（日）まで

我孫子市制 50 周年・我孫子を知る1 年企画

＜志賀直哉展ー山田家コレクションを中心にー＞ 「寄贈資料展
志賀直哉の子孫である山田家からの寄贈資料
の展示会です。初公開の資料多数。
「白樺」創刊
110 年記念としてご覧ください。

楚人冠と湖畔吟社」

今回は「我孫子を知る 1 年」シリーズの
企画として、楚人冠の書いた掛け軸、河
村蜻山作の灰落としなど、市民寄贈の
資料から、湖畔吟社ゆかりの品々を展示
します。
楚人冠と我孫子の人びとの結びつきに
思いをはせながらご覧ください。

＜志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）＞
熱海稲村大洞台にて
※8/3（月）〜 9/30（水）までエレベーター取り替え工事の
ため休館します。

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

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

YouTube のアビシルベCHANNEL にて「シリーズ 我孫子を愛した文人たち」を配信予定！

配信に関する情報は白樺文学館・杉村楚人冠記念館の
ホームページやTwitter でお知らせいたします。

我孫子インフォメーションセンター

8／1（土）12：00〜 8／10（月）15：00

第７回我孫子市岡発戸・都部の谷津〜風景とチョウの写真展〜 （アビシルベ）
7/10（金）より

好評
配信中
！

ダウンロードは
Google Play

朝９時よりアビシルベで
販売開始！

App Store

または

本誌で掲載の情報は 7 月１日現在のものです。
アビシルベは現在一部業務を制限し営業を再開してい
ます。入館時にはマスクの着用と手指の消毒をお願い
する等、引き続き感染拡大防止に努めてまいります。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。
市内での関連情報については我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。
アビプレ88号（2020年7月10日 発行）

開館時間／
9：00〜18：00

・アビシルベってどんなとこ？

年末年始（12/29〜1/3）

・根戸の蓮田・ひまわりが見頃です。

我孫子市観光アプリ
「あびこ巡り」休館日／

再販決定！
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鮮やかな黄色が映えるひまわり

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

アビシルベ月間予定

手賀沼のうなきちさんぬいぐるみ

根戸新田で咲く優美な蓮

「あびこ巡り」

で

で検索！

最新情報はインターネットで！
@abishirube
アビシルベ
abikoinformationcenter
または@ABISHIRUBE または@ABISHIRUBE

アビシルベ または abikoinfo

YouTube のアビシルベ CHANNEL!!

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

- ルビー -」は宝飾品としても人気です。
情熱的な赤い色は古来より生命力や豊穣、

・夏休みの環境学習！

夏は植物がぐんぐんと成長し、多くの生き物

（鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館）

www.abikoinfo.jp アビシルベ

ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇る赤い石「紅玉

・水の館 プラネタリウムイベント情報
・我孫子市 3 館展示・イベント情報
〒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

今月の色
【紅玉 - ルビー -】

2020 年 7 月 1 日に我孫子市は
市制施行 50 周年を迎えました！

勝利の象徴とされてきました。
が繁殖期を迎えるまさに生命力の季節。
照りつける日差しの暑さはルビーの赤色を思
わせます。
7 月 1 日に市制施行50周年を迎えた我孫子
市の更なる 豊穣 への願いをこめて…

Go to next page

