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●は本紙に情報掲載のある場所です
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→「鳥の博物館」「手賀沼親水広場」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
◉土・日は鳥の博物館前経由のバスが運行。 我孫子駅⇄天王台駅「鳥の博物館前」下車

市民体育館
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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「アビシルベ」がお届けする月刊情報誌
A

bi
ko

 In
fo

rm
at

io
n 

Pr
es

s アビコインフォメーションプレス

アビプレ20号（平成26年10月25日 発行）　　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4

我孫子の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

アビシルベ
（手賀沼のうなきちさん）

また、
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間
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開館時間／9:00～18:00　金・土・休前日は～20:00
〒270-1151 千葉県我孫子市本町2丁目2番6号
TEL 04-7100-0014  FAX 04-7108-0014

アビシルベ

アビストde Night☆アビストde Night☆

我孫子市内のイベント、旬な情報を
月に一度Ustreamでお届けします
我孫子市内のイベント、旬な情報を
月に一度Ustreamでお届けします

我孫子駅

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

南口

・ ・
・ ・

けやきプラザ
アビシルベ 公開生放送！

18:00～18:00～

1121
金

http://www.ustream.tv/channel/abistreamhttp://www.ustream.tv/channel/abistream

写楽の会写真展ジャパンバードフェスティバル
2014 予告編

手賀沼のうなきちさん手賀沼のうなきちさん
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手賀沼の秋を楽しもう！手賀沼の秋を楽しもう！

～11月2日（日） 11月4日（火）～11月10日（月）

第57回我孫子市文化祭
書道展・華道展 PR 展示

11月5日（水）～11月19日（水） 11月23日（日）～11月29日（土）

◉開館時間：午前９時から午後４時まで
◉休館日：毎週月曜日（休日の場合は直後の平日）、
　　　　　１２月２９日～１月３日

我孫子市

和太鼓祭り
第 4回

但し、初日は１３時から、最終日は１5時迄

ソープカービング展示
但し、最終日は１7時迄

旧村川別荘　
「SPレコード鑑賞会」
旧村川別荘　
「SPレコード鑑賞会」

今から 80 年ほど前の昭和初めに作られた
旧村川別荘新館で、我孫子オーディオファ
ンクラブの手巻き式蓄音機を使って、明治・
大正から昭和の SP レコードに吹き込まれ
た懐かしい曲を鑑賞します。アナログなら
ではの空気感をお楽しみください。

1122
土

13:30 ～14:30
15:00 ～16:00

1116
日 9:45～15:00　※雨天中止

旧村川別荘  新館所

入場無料

問我孫子市教育委員会文化・スポーツ課℡ 04-7185-1583

旧村川別荘所

問同実行委員会事務局・林℡ 04-7187-0333
主我孫子市和太鼓祭り実行委員会、我孫子市
湖北台中央公園所

～旧村川別荘の紅葉が
　　　　　見頃になります～
～旧村川別荘の紅葉が
　　　　　見頃になります～

我孫子市寿2-27-9
JR 常磐線我孫子駅南口から徒歩25分、我孫子駅南口からバスで「我孫子市役所」停留所から徒歩５分

市内の和太鼓サークルが
一堂に会したお祭りです。
熱気あふれる演奏をお楽しみください。

和太鼓演奏、輪踊り、子ども御みこし、
市内店舗による飲み物・弁当ほか多数出店、
北茨城市観光協会による
「あんこうの吊るし切り実演」「あんこう鍋の販売」、
大津港水産加工業協同組合による「水産加工品販売」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか 11 1

土
11 2
日

旧村川別荘 手打ち蕎麦 湖庵 大正煎餅 木川商店

グルメを堪能グルメを堪能紅葉を満喫紅葉を満喫

ジャパンバードフェスティバル
２０１４
ジャパンバードフェスティバル
２０１４
～人と鳥の共存をめざして～～人と鳥の共存をめざして～

手賀沼ふれあいウォーク手賀沼ふれあいウォーク

イベント盛りだくさん

11 月中旬頃から12 月上旬頃にかけて、邸内の
もみじが庭に彩りを添え、紅葉をお楽しみいた
だけます。大正から昭和の別荘空間で、秋の
深まりを感じてみませんか？
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主 問 ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局（我孫子市役所手賀沼課内）℡04-7185-1484
当日専用電話 080-9993-5758／090-4738-3278

問 我孫子市健康づくり支援課（手賀沼ふれあいウォーク実行委員会 事務局 ）℡04-7185-1126

2
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10:00～15:00

9:30
　～15:00

我孫子市生涯学習センターアビスタ／手賀沼親水広場／手賀沼親水広場水の館
我孫子市鳥の博物館／鳥博広場／山階鳥類研究所

所

主 問 我孫子市健康づくり支援課
（健康フェア実行委員会事務局）℡04-7185-1126

アビスタ所

主
主

問

問

我孫子市役所農政課℡ 04-7185-1111（内線 511）

あびこ農産物直売所あびこん所 あびこ農産物直売所あびこん所

ジャパンバードフェスティバル
２０１４
ジャパンバードフェスティバル
２０１４

観る、知る、触れる、鳥を楽しむ2日間。
今年14 回目の開催を迎えるジャパンバードフェスティバル（略称：
JBF）は、我孫子市手賀沼周辺にて行われる、鳥をテーマにした
日本最大級のイベントです。行政・NPO・学生・市民団体など
による鳥・自然環境に関する研究・活動の発表、鳥の彫刻・絵画・
写真展や、子供工作教室、船上バードウォッチングやスタンプラ
リーなど、お子様からご年配の方までお楽しみいただけます。

～人と鳥の共存をめざして～

◇第 24 回鳥学講座
　アビスタ　1日（土）14:30 ～16:00
　テーマ：「恐竜だって、本当は鳥みたいになりたい」
　講　師：川上和人（森林総合研究所主任研究員）
◇谷口高司講演会
　水の館　　1日（土）10:30 ～11:30
　「日本野鳥の会の図鑑の意味と意義～キンクロハジロも描いてみよう！～」
◇JBF 環境学会 2014
　アビスタ　2日（日）9:30 ～15:00
　生物・環境に関する研究を小・中・高校生が世代を超えて発表　
◇「鳥の博物館ゲストトーク」
　水の館　　2日（日）10:30 ～11:30
　テーマ：「地域の団体が連携して取り組む海鳥・海獣調査」
　スピーカー：千嶋　淳（ＮＰＯ法人日本野鳥の会十勝支部）

◇鳥の彫刻展
　アビスタ　
　バードカービング（木の彫刻）による
　コアジサシの保護活動、視覚障害者
　のためのタッチカービング展 他
◇バードウォッチング
　手賀沼親水広場
　手賀沼湖畔と船上から野鳥の観察が
　できます。
◇「山階鳥研見にレクチャー６」
　山階鳥類研究所
◇全日本鳥フォトコンテスト作品展
　水の館
◇企画展「山階コレクション展」
　鳥の博物館

手賀沼ふれあいウォーク
２０１４
手賀沼ふれあいウォーク
２０１４

健康フェア２０１４
「プラス１０からはじめよう！」
～健康フェアで「プラス１０」を知ろう！～

「プラス・10」は厚生労働省が発行
しているアクティブガイド内で提唱さ
れている言葉で、「今よりも 10 分多
くからだを動かす」取り組みのこと
です。健康フェア 2014 で、様々な
プラス10を体験してみましょう！

■費用   無料

ロコトレ

手打ち蕎麦　湖庵
～蕎麦の味と香りを楽しめる蕎麦の名店～

大正煎餅　木川商店
～愛され続けて５０年。こだわりのおせんべい～

場所：我孫子市若松１３９-３　宝ビル１０１
　　　JR 我孫子駅より徒歩約１0 分
℡ 04-7184-0041
営業時間：昼11:30 ～15:00　夜 17:30 ～20:00
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　火曜日の夜の部（但し祝日は営業）
駐車場：店横に１台あり

２００８年創業。国内産の蕎麦を自家製粉した十割そばは絶品。
蕎麦本来の味と香りが楽しめると、そば好きが足を運ぶ。
この時期は、「北海道雨竜郡産キタワセ」の秋新そばが味わえる。
天ぷらの美味しさも格別で、「天せいろ」が一番の人気。
「辛味大根せいろ（８５０円）」もおすすめ。

場所：我孫子市緑１-１０-１１
　　　JR 我孫子駅南口徒歩約１０分
℡ 04-7182-3223
営業時間：9:00 ～18:30（10月～ 4月）
　　　　　9:00 ～19:00（5月～９月）
定休日：月曜日

天せいろ（1600 円）

落ち着ける和の空間。
座敷（10 名）と
テーブル席（10 名）がある。
予約可
（但し土日祝日の昼除く）。

手賀沼公園や白樺文学館からほど近い、創業約 50 年の
手焼きせんべいの老舗。
原材料を厳選し、国産米を使用して一から丁寧に手作りした
こだわりのおせんべいが特徴。
老舗の変わらぬ味を、我孫子のお土産にどうぞ。

風情のあるレトロな外観が目印。

大きな瓶に入った
おせんべいは種類
も豊富。
単品購入～ギフト
箱詰めまで対応可。

人気の「大正あられ・せんべい（各種３３０円）」。
香ばしい醤油味の揚げせんべいがおすすめ。

我孫子市農業まつり我孫子市農業まつり
第 33回

我孫子市我孫子新田 22-4
（お店は午前９時３０分～午後５時まで開店）
我孫子市農業まつり実行委員会

◎農産物共進会
　我孫子の農業者が丹精を込めて栽培し
た出品農産物を、ご来場の皆様に投票し
ていただき、生産者を表彰します。投票
いただいた方には新規就農者が生産した
お野菜をプレゼント ! 出品された農産物
は表彰式終了後に販売します。
　　展　示10:00 ～13:30
　　投　票10:30 ～11:30
　　表彰式 14:00 ～14:30

◎農産物共進会
　我孫子の農業者が丹精を込めて栽培し
た出品農産物を、ご来場の皆様に投票し
ていただき、生産者を表彰します。投票
いただいた方には新規就農者が生産した
お野菜をプレゼント ! 出品された農産物
は表彰式終了後に販売します。
　　展　示10:00 ～13:30
　　投　票10:30 ～11:30
　　表彰式 14:00 ～14:30

◎無料配布コーナー
　いい夫婦の日・紅白もちプレゼント（夫婦限定
200 組）、ガス風船プレゼント（先着100名）、ポッ
プコーンのサービス（先着 200 名）、ちばエコ農
産物グッズ・我孫子産ちばエコ米２合パックプレ
ゼント　※なくなり次第終了。
◎新規就農者野菜販売・就農相談コーナー
◎栽培相談コーナー
　「プロが教える家庭菜園のコツ」
◎農業資材の無料提供コーナー
◎同時開催「直売所あびこんイベント」
　あびこん餅まき（15 時から）、稲わらを使った縄
ない、苗あてクイズ、地元農産物を使った手作
り加工品の販売

◎無料配布コーナー
　いい夫婦の日・紅白もちプレゼント（夫婦限定
200 組）、ガス風船プレゼント（先着100名）、ポッ
プコーンのサービス（先着 200 名）、ちばエコ農
産物グッズ・我孫子産ちばエコ米２合パックプレ
ゼント　※なくなり次第終了。
◎新規就農者野菜販売・就農相談コーナー
◎栽培相談コーナー
　「プロが教える家庭菜園のコツ」
◎農業資材の無料提供コーナー
◎同時開催「直売所あびこんイベント」
　あびこん餅まき（15 時から）、稲わらを使った縄
ない、苗あてクイズ、地元農産物を使った手作
り加工品の販売

※雨天実施、荒天中止

11 8
土

11 9
日

10:30～15:00
※雨天実施、荒天中止

あびこん
新そば
まつり

℡ 04-7108-3171
青山学舎我孫子教室、我孫子そばの会、
あびこ農産物直売所あびこん

新そば粉を使って、市内のそば打ちグループが
そばを打ちます。
ざるそば・天ぷらそば・鴨南そばほか（500 円～）、
農家手作り加工品の販売

新そば粉を使って、市内のそば打ちグループが
そばを打ちます。
ざるそば・天ぷらそば・鴨南そばほか（500 円～）、
農家手作り加工品の販売

↑我孫子駅

アビスタ
手賀沼公園

★
木川商店

↑我孫子駅

アビスタ
手賀沼公園 湖庵

★http://www.birdfesta.net

払込口座「口座記号：００２１０４」「口座番号：９８２６１」
加入者名「手賀沼ふれあいウォーク実行委員会」
金　　額　申込者人数分の合計金額
依頼人欄　住所、氏名、電話番号、性別、年齢、居住区、スタート会場、参加コースを記入。
通 信 欄　複数名で参加の場合、全員の氏名・性別・年齢・居住区・スタート会場・参加コースを記入。

■場所　手賀沼公園多目的広場集合
■時間・コース
◯手賀沼１周コース（２０ｋｍ）受付 ８:３０～ 
◯手賀沼半周コース（１０ｋｍ）受付 ８:３０～ 
　※ウォーキング教室開催（我孫子会場のみ。団体歩行）
◯探偵ウォークコース（４ｋｍ）受付 １０:００～ 
　※限定親子向けイベント「うなきちさんのメガネを探せ！」あり
■費用　500 円（事前申し込み300 円、１８歳未満無料）
　　　　※払い戻し不可
■事前申込方法　郵便局の「払込取扱票」でお申込みください。
　※「払込金受領証」を当日持参

11 8
土

雨天実施
荒天中止

※一部販売コーナーのみ有料

スポーツ吹矢

血管年齢測定（対象：18 歳以上）

※天候等により一部内容変更

豪華景品がもらえる
スタンプラリーを開催！
 他にも、歩行年齢測定会、
乳（NEW）和食試食コーナー、
ニュースポーツ、ゴムバンド
運動、ポールウォーキング、
歯科健診・相談、健康相談、
ミニステージなど。

豪華景品がもらえる
スタンプラリーを開催！
 他にも、歩行年齢測定会、
乳（NEW）和食試食コーナー、
ニュースポーツ、ゴムバンド
運動、ポールウォーキング、
歯科健診・相談、健康相談、
ミニステージなど。

ちびっこドクター
　・ナース体験
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主 問 ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局（我孫子市役所手賀沼課内）℡04-7185-1484
当日専用電話 080-9993-5758／090-4738-3278

問 我孫子市健康づくり支援課（手賀沼ふれあいウォーク実行委員会 事務局 ）℡04-7185-1126

2

11 1
土

11 2
日

1116
日

9:30
　～16:00

10:00～15:00 1122
土

10:00～15:00

9:30
　～15:00
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主 問 我孫子市健康づくり支援課
（健康フェア実行委員会事務局）℡04-7185-1126

アビスタ所

主
主

問

問

我孫子市役所農政課℡ 04-7185-1111（内線 511）

あびこ農産物直売所あびこん所 あびこ農産物直売所あびこん所

ジャパンバードフェスティバル
２０１４
ジャパンバードフェスティバル
２０１４

観る、知る、触れる、鳥を楽しむ2日間。
今年14 回目の開催を迎えるジャパンバードフェスティバル（略称：
JBF）は、我孫子市手賀沼周辺にて行われる、鳥をテーマにした
日本最大級のイベントです。行政・NPO・学生・市民団体など
による鳥・自然環境に関する研究・活動の発表、鳥の彫刻・絵画・
写真展や、子供工作教室、船上バードウォッチングやスタンプラ
リーなど、お子様からご年配の方までお楽しみいただけます。

～人と鳥の共存をめざして～

◇第 24 回鳥学講座
　アビスタ　1日（土）14:30 ～16:00
　テーマ：「恐竜だって、本当は鳥みたいになりたい」
　講　師：川上和人（森林総合研究所主任研究員）
◇谷口高司講演会
　水の館　　1日（土）10:30 ～11:30
　「日本野鳥の会の図鑑の意味と意義～キンクロハジロも描いてみよう！～」
◇JBF 環境学会 2014
　アビスタ　2日（日）9:30 ～15:00
　生物・環境に関する研究を小・中・高校生が世代を超えて発表　
◇「鳥の博物館ゲストトーク」
　水の館　　2日（日）10:30 ～11:30
　テーマ：「地域の団体が連携して取り組む海鳥・海獣調査」
　スピーカー：千嶋　淳（ＮＰＯ法人日本野鳥の会十勝支部）

◇鳥の彫刻展
　アビスタ　
　バードカービング（木の彫刻）による
　コアジサシの保護活動、視覚障害者
　のためのタッチカービング展 他
◇バードウォッチング
　手賀沼親水広場
　手賀沼湖畔と船上から野鳥の観察が
　できます。
◇「山階鳥研見にレクチャー６」
　山階鳥類研究所
◇全日本鳥フォトコンテスト作品展
　水の館
◇企画展「山階コレクション展」
　鳥の博物館

手賀沼ふれあいウォーク
２０１４
手賀沼ふれあいウォーク
２０１４

健康フェア２０１４
「プラス１０からはじめよう！」
～健康フェアで「プラス１０」を知ろう！～

「プラス・10」は厚生労働省が発行
しているアクティブガイド内で提唱さ
れている言葉で、「今よりも 10 分多
くからだを動かす」取り組みのこと
です。健康フェア 2014 で、様々な
プラス10を体験してみましょう！

■費用   無料

ロコトレ

手打ち蕎麦　湖庵
～蕎麦の味と香りを楽しめる蕎麦の名店～

大正煎餅　木川商店
～愛され続けて５０年。こだわりのおせんべい～

場所：我孫子市若松１３９-３　宝ビル１０１
　　　JR 我孫子駅より徒歩約１0 分
℡ 04-7184-0041
営業時間：昼11:30 ～15:00　夜 17:30 ～20:00
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　火曜日の夜の部（但し祝日は営業）
駐車場：店横に１台あり

２００８年創業。国内産の蕎麦を自家製粉した十割そばは絶品。
蕎麦本来の味と香りが楽しめると、そば好きが足を運ぶ。
この時期は、「北海道雨竜郡産キタワセ」の秋新そばが味わえる。
天ぷらの美味しさも格別で、「天せいろ」が一番の人気。
「辛味大根せいろ（８５０円）」もおすすめ。

場所：我孫子市緑１-１０-１１
　　　JR 我孫子駅南口徒歩約１０分
℡ 04-7182-3223
営業時間：9:00 ～18:30（10月～ 4月）
　　　　　9:00 ～19:00（5月～９月）
定休日：月曜日

天せいろ（1600 円）

落ち着ける和の空間。
座敷（10 名）と
テーブル席（10 名）がある。
予約可
（但し土日祝日の昼除く）。

手賀沼公園や白樺文学館からほど近い、創業約 50 年の
手焼きせんべいの老舗。
原材料を厳選し、国産米を使用して一から丁寧に手作りした
こだわりのおせんべいが特徴。
老舗の変わらぬ味を、我孫子のお土産にどうぞ。

風情のあるレトロな外観が目印。

大きな瓶に入った
おせんべいは種類
も豊富。
単品購入～ギフト
箱詰めまで対応可。

人気の「大正あられ・せんべい（各種３３０円）」。
香ばしい醤油味の揚げせんべいがおすすめ。

我孫子市農業まつり我孫子市農業まつり
第 33回

我孫子市我孫子新田 22-4
（お店は午前９時３０分～午後５時まで開店）
我孫子市農業まつり実行委員会

◎農産物共進会
　我孫子の農業者が丹精を込めて栽培し
た出品農産物を、ご来場の皆様に投票し
ていただき、生産者を表彰します。投票
いただいた方には新規就農者が生産した
お野菜をプレゼント ! 出品された農産物
は表彰式終了後に販売します。
　　展　示10:00 ～13:30
　　投　票10:30 ～11:30
　　表彰式 14:00 ～14:30

◎農産物共進会
　我孫子の農業者が丹精を込めて栽培し
た出品農産物を、ご来場の皆様に投票し
ていただき、生産者を表彰します。投票
いただいた方には新規就農者が生産した
お野菜をプレゼント ! 出品された農産物
は表彰式終了後に販売します。
　　展　示10:00 ～13:30
　　投　票10:30 ～11:30
　　表彰式 14:00 ～14:30

◎無料配布コーナー
　いい夫婦の日・紅白もちプレゼント（夫婦限定
200 組）、ガス風船プレゼント（先着100名）、ポッ
プコーンのサービス（先着 200 名）、ちばエコ農
産物グッズ・我孫子産ちばエコ米２合パックプレ
ゼント　※なくなり次第終了。
◎新規就農者野菜販売・就農相談コーナー
◎栽培相談コーナー
　「プロが教える家庭菜園のコツ」
◎農業資材の無料提供コーナー
◎同時開催「直売所あびこんイベント」
　あびこん餅まき（15 時から）、稲わらを使った縄
ない、苗あてクイズ、地元農産物を使った手作
り加工品の販売

◎無料配布コーナー
　いい夫婦の日・紅白もちプレゼント（夫婦限定
200 組）、ガス風船プレゼント（先着100名）、ポッ
プコーンのサービス（先着 200 名）、ちばエコ農
産物グッズ・我孫子産ちばエコ米２合パックプレ
ゼント　※なくなり次第終了。
◎新規就農者野菜販売・就農相談コーナー
◎栽培相談コーナー
　「プロが教える家庭菜園のコツ」
◎農業資材の無料提供コーナー
◎同時開催「直売所あびこんイベント」
　あびこん餅まき（15 時から）、稲わらを使った縄
ない、苗あてクイズ、地元農産物を使った手作
り加工品の販売

※雨天実施、荒天中止

11 8
土

11 9
日

10:30～15:00
※雨天実施、荒天中止

あびこん
新そば
まつり

℡ 04-7108-3171
青山学舎我孫子教室、我孫子そばの会、
あびこ農産物直売所あびこん

新そば粉を使って、市内のそば打ちグループが
そばを打ちます。
ざるそば・天ぷらそば・鴨南そばほか（500 円～）、
農家手作り加工品の販売

新そば粉を使って、市内のそば打ちグループが
そばを打ちます。
ざるそば・天ぷらそば・鴨南そばほか（500 円～）、
農家手作り加工品の販売

↑我孫子駅

アビスタ
手賀沼公園

★
木川商店

↑我孫子駅

アビスタ
手賀沼公園 湖庵

★http://www.birdfesta.net

払込口座「口座記号：００２１０４」「口座番号：９８２６１」
加入者名「手賀沼ふれあいウォーク実行委員会」
金　　額　申込者人数分の合計金額
依頼人欄　住所、氏名、電話番号、性別、年齢、居住区、スタート会場、参加コースを記入。
通 信 欄　複数名で参加の場合、全員の氏名・性別・年齢・居住区・スタート会場・参加コースを記入。

■場所　手賀沼公園多目的広場集合
■時間・コース
◯手賀沼１周コース（２０ｋｍ）受付 ８:３０～ 
◯手賀沼半周コース（１０ｋｍ）受付 ８:３０～ 
　※ウォーキング教室開催（我孫子会場のみ。団体歩行）
◯探偵ウォークコース（４ｋｍ）受付 １０:００～ 
　※限定親子向けイベント「うなきちさんのメガネを探せ！」あり
■費用　500 円（事前申し込み300 円、１８歳未満無料）
　　　　※払い戻し不可
■事前申込方法　郵便局の「払込取扱票」でお申込みください。
　※「払込金受領証」を当日持参

11 8
土

雨天実施
荒天中止

※一部販売コーナーのみ有料

スポーツ吹矢

血管年齢測定（対象：18 歳以上）

※天候等により一部内容変更

豪華景品がもらえる
スタンプラリーを開催！
 他にも、歩行年齢測定会、
乳（NEW）和食試食コーナー、
ニュースポーツ、ゴムバンド
運動、ポールウォーキング、
歯科健診・相談、健康相談、
ミニステージなど。

豪華景品がもらえる
スタンプラリーを開催！
 他にも、歩行年齢測定会、
乳（NEW）和食試食コーナー、
ニュースポーツ、ゴムバンド
運動、ポールウォーキング、
歯科健診・相談、健康相談、
ミニステージなど。

ちびっこドクター
　・ナース体験
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鳥の博物館
山階鳥類研究所

宮の森公園

川村学園
女子大学

湖北地区公民館

古利根沼

JR常磐線

JR 成田線

五本松公園

湖北台
中央公園

将門神社

竹内神社

けやきプラザ
アビシルベ

●は本紙に情報掲載のある場所です

高野山
桃山公園

我孫子市役所

八坂神社

成
田
→「鳥の博物館」「手賀沼親水広場」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
◉土・日は鳥の博物館前経由のバスが運行。 我孫子駅⇄天王台駅「鳥の博物館前」下車

市民体育館

気象台公園

利根川ゆうゆう公園

旧井上家住宅
布佐市民の森

あびこん アビスタ
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葺不合神社
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ふさの風
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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「アビシルベ」がお届けする月刊情報誌
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我孫子の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

アビシルベ
（手賀沼のうなきちさん）

また、

 会おうな〜

ア
ビ
シ
ル
ベ

月
間
予
定

開館時間／9:00～18:00　金・土・休前日は～20:00
〒270-1151 千葉県我孫子市本町2丁目2番6号
TEL 04-7100-0014  FAX 04-7108-0014

アビシルベ

アビストde Night☆アビストde Night☆

我孫子市内のイベント、旬な情報を
月に一度Ustreamでお届けします
我孫子市内のイベント、旬な情報を
月に一度Ustreamでお届けします

我孫子駅

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

南口

・ ・
・ ・

けやきプラザ
アビシルベ 公開生放送！

18:00～18:00～

1121
金

http://www.ustream.tv/channel/abistreamhttp://www.ustream.tv/channel/abistream

写楽の会写真展ジャパンバードフェスティバル
2014 予告編

手賀沼のうなきちさん手賀沼のうなきちさん

2014 年 11月
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手賀沼の秋を楽しもう！手賀沼の秋を楽しもう！

～11月2日（日） 11月4日（火）～11月10日（月）

第57回我孫子市文化祭
書道展・華道展 PR 展示

11月5日（水）～11月19日（水） 11月23日（日）～11月29日（土）

◉開館時間：午前９時から午後４時まで
◉休館日：毎週月曜日（休日の場合は直後の平日）、
　　　　　１２月２９日～１月３日

我孫子市

和太鼓祭り
第 4回

但し、初日は１３時から、最終日は１5時迄

ソープカービング展示
但し、最終日は１7時迄

旧村川別荘　
「SPレコード鑑賞会」
旧村川別荘　
「SPレコード鑑賞会」

今から 80 年ほど前の昭和初めに作られた
旧村川別荘新館で、我孫子オーディオファ
ンクラブの手巻き式蓄音機を使って、明治・
大正から昭和の SP レコードに吹き込まれ
た懐かしい曲を鑑賞します。アナログなら
ではの空気感をお楽しみください。

1122
土

13:30 ～14:30
15:00 ～16:00

1116
日 9:45～15:00　※雨天中止

旧村川別荘  新館所

入場無料

問我孫子市教育委員会文化・スポーツ課℡ 04-7185-1583

旧村川別荘所

問同実行委員会事務局・林℡ 04-7187-0333
主我孫子市和太鼓祭り実行委員会、我孫子市
湖北台中央公園所

～旧村川別荘の紅葉が
　　　　　見頃になります～
～旧村川別荘の紅葉が
　　　　　見頃になります～

我孫子市寿2-27-9
JR 常磐線我孫子駅南口から徒歩25分、我孫子駅南口からバスで「我孫子市役所」停留所から徒歩５分

市内の和太鼓サークルが
一堂に会したお祭りです。
熱気あふれる演奏をお楽しみください。

和太鼓演奏、輪踊り、子ども御みこし、
市内店舗による飲み物・弁当ほか多数出店、
北茨城市観光協会による
「あんこうの吊るし切り実演」「あんこう鍋の販売」、
大津港水産加工業協同組合による「水産加工品販売」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか 11 1

土
11 2
日

旧村川別荘 手打ち蕎麦 湖庵 大正煎餅 木川商店

グルメを堪能グルメを堪能紅葉を満喫紅葉を満喫

ジャパンバードフェスティバル
２０１４
ジャパンバードフェスティバル
２０１４
～人と鳥の共存をめざして～～人と鳥の共存をめざして～

手賀沼ふれあいウォーク手賀沼ふれあいウォーク

イベント盛りだくさん

11 月中旬頃から12 月上旬頃にかけて、邸内の
もみじが庭に彩りを添え、紅葉をお楽しみいた
だけます。大正から昭和の別荘空間で、秋の
深まりを感じてみませんか？


