
所  我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」
　けやきプラザ広場
アビイクオーレ1Ｆエントランス

2月27日（土）～3月6日（日）

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

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　www.abikoinfo.jpアビシルベ

「アビストde Night☆」「アビストde Night☆」
公開生放送！

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

3月18日（金）18:00～3月18日（金）18:00～

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
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けやきプラザ

アビシルベアビシルベ

（手賀沼のうなきちさん）

また、

会おうな〜

アビコインフォメーションプレス

YouTube にて録画配信中！「アビシルベ」で検索！

手賀沼のうなきちさん
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アビストリームアビストリーム

ひなまつりの折り紙展示
3月20日（日）～31日（木） 我孫子の桜みどころ紹介
4月1日（金）～7日（木）せっけん彫刻～やさしい香りの世界～

「我孫子の夜はこれからだ。」

我孫子ゴルフ倶楽部観桜会／さくらプロジェクト／菜の花畑散策と頭の体操

鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館 情報

ふるさと産品まつり

あびこで子育てフェスタ／地域スポーツフェスタ

ひなまつりの折り紙展示

アビシルベまつり《ボランティア募集》

我孫子のBar特集

■並木小学校
千葉県我孫子市つくし野 7－30－1
12:00 ～15:30（受付 11:20 ～）

・ストラックアウト
・キックターゲット
・グラウンドゴルフ
・フリースロー
・卓球
・バドミントン
・ふわどっち
・スタンプラリー
・並木ひびき太鼓演奏
・並木小吹奏楽部演奏

■第三小学校
千葉県我孫子市柴崎台3－3－1
9:25 ～13:30（受付 9:15 ～）

・ダブルダッチ
・キックターゲット
・ティーボール
・鬼ごっこで遊ぼう
・卓球
・風船バレーボール
・三小吹奏楽部演奏
・お楽しみ○×クイズ

■布佐南小学校
千葉県我孫子市布佐平和台 5－1－1
10:00 ～14:00（受付 9:45 ～）

・ショートテニス
・ペタンク
・バッゴー
・ふわどっち
・ストラックアウト
・遊ぶサッカー
・リアル野球盤
・ポールウォーキング
・グラウンドゴルフ
・ダブルダッチ
・布佐南小吹奏楽部演奏
・お楽しみ抽選会

次号より毎月10日発行になります。
アビプレ4月号は4月10日（日）発行です。

地域スポーツフェスタ 2 27
土

3 26
土

＊雨天時は体育館でできる
スポーツのみ開催

我孫子市内 3会場で開催
各校で受付時間と行われるスポーツが異なります。
参加費：20 円　持ち物：上ばき

問  地域スポーツフェスタ実行委員会
　  我孫子市教育委員会文化・スポーツ課
　  TEL.04-7185-1604

所  あびこショッピングプラザ
　千葉県我孫子市我孫子 4-11-1

問  子育て支援センター TEL.04-7185-1915

「皆跳」出演スケジュール
◎第三小学校 10：00 ～（３０分程度）
◎布佐南小12：30 ～（３０分程度）
※並木小には出演しません

第三小学校・布佐南小学校では
ダブルダッチチーム「皆跳（みなと）」
の演技をご覧いただけます。

あびこで子育てフェスタ

10:00 ～15:30

センターコートとガーデンコート、吹き抜け周りを中心に、パパ・
ママ・キッズはもちろん、プレママ & パパやおじいちゃんおばあ
ちゃんなどみんなで楽しめるイベントを開催いたします。参加、
体験できるイベントが盛りだくさんです。
チアリーディング、みんなで楽しく手話ダンスなどのステージ、
手作りおもちゃの展示、エコクラフト工作、おもちゃの病院、パ
ネルシアター体験、アビシルベ・鳥の博物館による販売、おひる
ねアート体験撮影会、頭の元気度測定、子どもの身体計測、消
防車・救急車の乗車体験など。紙芝居や広場スタッフと遊ぶブー
スも用意されています。さあ、家族で、一日楽しみましょう！

2 月 27日（土）～3月 6日（日）
ひなまつりの折り紙展示

所   問  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 2-2-6
　　　 TEL.04-7100-0014（9:00 ～18:00　※金・土・休前日は 20:00まで）

問  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 2-2-6
　　 TEL.04-7100-0014（9:00 ～18:00　※金・土・休前日は 20:00まで）

様々な技法で折られた作品を間近でご覧いただけます。細かく作りこまれた
七段飾りや七福神など、繊細で優雅な折り紙の世界をお楽しみください。
折り紙制作：湖北地区社会福祉協議会「ボランティアのための折り紙サークル」

第 7 回 アビシルベまつり開催！
4 29
金・祝

10:00 ～16:00
※雨天実施（内容に一部変更あり）

《ボランティアスタッフ募集》
毎年恒例の楽しいイベント
『アビシルベまつり』で
ボランティアをしてみませんか？
時間 9:00 ～16:00
仕事内容：ゆるキャラ担当

各コーナーの補助 他
詳しくはアビシルベにお問合せください。

所  我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」
　けやきプラザ広場
アビイクオーレ1Ｆエントランス

トレビ

Contents

・ゆるキャラ大集合
・豪華賞品が当たる！我孫子クイズラリー
・♪鳥くん他出演のステージイベント
・地元我孫子の人気店が集結！グルメストリート
その他、万華鏡作り体験など、親子で楽しめるイベントがいっぱい！

・ゆるキャラ大集合
・豪華賞品が当たる！我孫子クイズラリー
・♪鳥くん他出演のステージイベント
・地元我孫子の人気店が集結！グルメストリート
その他、万華鏡作り体験など、親子で楽しめるイベントがいっぱい！

—発行日を変更します—

12:00～ ～15:00
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ヴェロニカ

バンヌフ



【申込み・問合せ】我孫子市鳥の博物館 Tel.04-7185-2212　千葉県我孫子市高野山 234-3【開館時間】午前 9時 30 分～午後 4時 30 分
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日が休館）【入館料】一般 300 円、大学生・高校生 200 円、中学生以下・70 歳以上 無料

鳥　博あびこ自然観察隊

「フクロウの鳴き声を探そう」

所  我孫子市鳥の博物館２階 多目的ホール
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鳥の博物館
ふれあいキャンプ場

山階鳥類研究所
宮ノ森公園

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

北柏ふるさと公園

●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

アビスタ

志賀直哉邸跡

手賀沼自然ふれあい緑道 手賀沼自然ふれあい緑道

手賀沼遊歩道
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天王台
我孫子
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学
館 手賀沼親水広場

　　　（水の館） 手賀沼

手賀沼公園

我孫子
ゴルフ倶楽部

谷津ミュージアム

道の駅
しょうなん

手賀沼フィッシングセンター

葺不合神社
杉
村
楚
人
冠

記
念
館

アビシルベ

あびこショッピングプラザ

けやきプラザ

アビイクオーレ

イトーヨーカドー

駐車場：五本松運動広場駐車場（手賀沼ふれあいライン沿い）約１００台収容
申込み：事前申込み不要
参加費：１００円、小学生以下無料
（傷害保険料等の運営費として「我孫子の景観を育てる会」に納入されます）
※場内で喫煙、酒食物、ペットの持ち込み、ゴルフなどの球技はできません。清涼飲料水可。
※運動靴、ウォーキングシューズを着用してください。

＊チャージ 500 円（お通し付き）

我孫子の Bar 特集「我孫子の夜はこれからだ。」

BAR Vingt-Neuf
バンヌフ

〈フランス語で２９の意〉

トレビ
〈由来はイタリアのトレビの泉〉

BAR ヴェロニカ
〈文学作品から抜け出た様…〉

千葉県我孫子市本町 1-2-3
定休日  火曜／営業時間19:00 ～翌 3:00
問い合わせ TEL.04-7186-2929

＊オススメのお酒
神戸スタイルハイボール700 円
居酒屋とは全く違うハイボールをぜひ。
レモンの香りがアクセントになっています。

＊オススメのおつまみ
カルボナーラ 900 円
全卵を使ったソースはクリーミーで、
ロングパスタとの相性抜群。

自家製ピサ 950 円
自家製の生地とトマトソースを使用。
クリスピータイプで「ミックス」と
「アンチョビ」の二種類から選べます。

千葉県我孫子市我孫子1-9-9 セルリア 2F
定休日  火曜／営業時間19:00 ～翌 3:00
問い合わせ TEL.04-7182-4755

勇気を出して扉を開ければ、フランクで話し
やすいスタッフが迎えてくれます。
内装はまさに「バー」ですが、空気はとても
カジュアルで話しやすい雰囲気。
男性でも女性でも、一人でも複数人でも、
気軽に立ち寄れます。

＊オススメのお酒
ピニャコラーダ 900 円
ラム・マリブ・パインジュース・ミルク・
ココナッツパウダー・パインとココナッツの
トロピカルな風味で、気分は南国の海辺。
女性にオススメです。
ショートカクテル　ブルーラグーン700 円
ウォッカ・ブルーキュラソー・自家製レモン
ジュース。目にも口にも爽やかな一杯。
一口飲めばそこは青く広い海。

＊オススメのおつまみ
チーズとサラミと生ハムの盛り合わせ 1300 円
カクテルのお供決定版。メニューには未記載の隠れメニューです。

＊チャージ 500 円（お通し付き）

千葉県我孫子市我孫子1-11-9　金井ビル2F
定休日  火曜日／営業時間18:00 ～翌 2:00
問い合わせ TEL.04-7186-2500

＊チャージ 500 円
　（日替わり季節のお通し付き）
　カクテル700 円～

＊オススメのお酒
ラム　クレマン 900 円
華やかな香りと深い味わいを兼ね備えた
フランス産ラム。女性にオススメです。

麦・芋焼酎元老院 800 円
焼酎が苦手な方にも飲んでいただきたい一杯。
ロックでお楽しみください。

＊オススメのおつまみ
新潟産和豚もち豚の自家製ハム1000 円
4日かけて仕込んだハムはしっとりやわらか。
ハーブの香りの中に豚本来の旨みが感じられる
一皿です。

2F

2F

Vingt-Neuf
バンヌフ

Bar trevi
ヴェロニカ

トレビ

第１３回市民観桜会

我孫子ゴルフ倶楽部
の一部を公開

3 28
月 10:00 ～16:00（入場は15:00まで）（雨天中止）

所  我孫子ゴルフ倶楽部 13番 16 番とその周辺

所  我孫子市
　 根戸新田字船戸

入口：五本松公園向い側の特設入り口から入場してください。
※クラブハウス側の正面入り口からは入れません。

問  我孫子の景観を育てる会☎090-6034-9149（３月１日より） 主   問  NPO 法人 手賀沼トラスト    桐石☎090-9853-3862

社団法人我孫子ゴルフ倶楽部の
ご厚意で、今年も見事な桜を楽
しめます。

入場料：無料
駐車場：手賀沼ファーム駐車場他
後援：我孫子市

菜の花畑散策と頭の体操

菜の花畑の小路を巡り、
途中の「なぞなぞ問題」
で頭を働かせながら
散策を楽しみます

菜の花畑の小路を巡り、
途中の「なぞなぞ問題」
で頭を働かせながら
散策を楽しみます

3月18日（金）～3月21日（月・祝）
10:00 ～15:00（雨天順延）3月25日～28日、4月1日～4日、8日～11日

日没～21:00（3月 25日のみ18:00～）

GS
花ハス

根戸城址
手賀沼ファーム
駐車場

冬水田んぼ
あびこん

至 我孫子駅

手 賀 沼
手賀沼公園会場

P
P
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◎体験コーナー　※各先着 10 ～ 20 名

　お琴の演奏体験 　10:00 ～ 11:00（丸栄商店） 
　染物教室（ハンカチの友禅染）　11:30 ～ 12:30（オフィス SS）
　うなきちさんのねりきり細工体験 　14:00 ～ 15:00（福一）

◎体験コーナー　※各先着 10 ～ 20 名

　お琴の演奏体験 　10:00 ～ 11:00（丸栄商店） 
　染物教室（ハンカチの友禅染）　11:30 ～ 12:30（オフィス SS）
　うなきちさんのねりきり細工体験 　14:00 ～ 15:00（福一）

3 5
土 16:30～18:30

【定員】15 人
【参加費】100 円（保険代、中学生以下無料）
【申込】要申込

テーマトーク

「ジオロケータで判明した
　　　　　　　ブッポウソウの越冬地」

日本のブッポウソウは多くの地
域で激減しました。適切な保護
策立案のためには国外の越冬
地や渡りルートの解明が必要で
す。ジオロケータ（小型記録機）
により明らかになった、ブッポ
ウソウの越冬地と、各地のブッ
ポウソウの現状についてご紹介
します。

フクロウは夜行性のため、姿を
みる機会は少ない鳥ですが、私
たちの身近な場所にも生息してい
ます。博物館では現在開催中の
企画展「フクロウさんちの子育て
日記」に合わせ、学芸員による
展示解説と鳴き声を聞く観察会
を企画しました。我孫子のフクロ
ウの鳴き声を一緒に探してみませ
んか？

3 12
土 13:30～14:15（13:15 開場）

【講師】仲村　昇さん（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員
【定員】当日先着 50 人
【参加費】無料（ただし入館料がかかります）
【申込】不要

3月1日（火）～ 5月15日（日）

所   問   我孫子市杉村楚人冠記念館
　　　   千葉県我孫子市緑 2-5-5　℡04-7182-8578

　　　   千葉県我孫子市本町 3-2-28

◀丹那トンネル試乗会での
　楚人冠（杉村家蔵）
　一番手前が杉村楚人冠

  休館日／毎週月曜日【3月21日（振替休日）は開館、翌 22日休館】
 開館時間／9：00 ～16：30（入館 16：00まで）
 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 200 円【鳥の博物館、白樺文学館も入館可】

杉村楚人冠記念館　企画展

「楚人冠の旅 ～近代日本を見る」
ジャーナリストである杉村楚
人冠の旅は、名所を見る旅
ではなく、新しく生まれてく
る近代日本の産業や観光を
見てまわる旅でした。
近代産業の勃興、充実する
鉄道網、ジャーナリズムと観
光の 3 つのテーマで、貴重
な写真や資料を展示します。

2 月 24日（水）～10月30日（日）

所   問   我孫子市白樺文学館
　　　   千葉県我孫子市緑 2-11-8
　　　   ℡04-7185-2192

◀柳、濱田、リーチ、河井、棟方署名色紙
　（画：棟方志功　額：黒田辰秋）

  休館日／毎週月曜日（祝日の場合、次の平日）
 開館時間／9：30 ～16：30
 入館料／一般 300 円／高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体割引は各20％引
3館共通券／一般 600 円、高校・大学生 200 円【鳥の博物館、杉村楚人冠記念館も入館可】

白樺文学館　常設テーマ展示

「民藝運動と我孫子」
柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、
武者小路実篤をはじめとする白樺派文人
が交流した我孫子。今回は常設テーマ「民
藝運動と我孫子」として芹沢銈介、河井寛
次郎、濱田庄司など文学館所蔵の民藝作
品を展示します。

テーマ展示が
新しくなりました

3 6
日

10:00 ～16:00

所  アビイクオーレ1Fエントランス
　   千葉県我孫子市本町 3-2-28

我孫子市ふるさと産品販売はもちろんのこと、今年は体験コーナーが更に充実！
昨年大好評だった、コーヒーの楽しみ方セミナーとハンカチの染物体験に加え、ねりきり作り体験や
お琴の演奏体験もあります。子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん！

◎我孫子市ふるさと産品販売　 10:00 ～ 16:00　 
※当日商品を購入いただいた方はハズレなしの抽選会に参加できます

◎ミニセミナー　13:00 ～ 14:00
　焙煎職人 鈴木さんによる「心と身体に優しいコーヒーの楽しみ方」

さくらプロジェクト

新たな観光スポットとして、手賀沼遊歩道の桜並木を
ライトアップし、手賀沼の魅力ある水辺空間を演出し
ます。ライトアップ初日に点灯式を開催します。
あびこ桜おもてなしキャンペーンも同時開催し、商業
者の出店も予定しています。

ライトアップ期間

○点灯式：3月 25 日 17:30 ～ 18:00（荒天時中止）
○場所：手賀沼遊歩道（かっぱの像前デッキ周辺）

和のテイストを盛り込んだ店内は
古き良き時代を感じさせます。
どこか懐かしく落ち着いた雰囲気の
中でゆっくり頂く一杯は格別の美味しさ。
本と音楽を愛する店主のこだわりが
感じられます。

第三小
並木小

布佐南小

▲撮影者：田中富夫

我孫子で１５年目の老舗のバー。
「いらっしゃいませ」の言葉に「おかえりなさい」
を込めてご挨拶。自宅で再現できるレシピも
教えてもらえるアットホームなお店です。
我孫子にきたらバンヌフのドアを開けてください。

問  我孫子ふるさと産品育成協議会 TEL.04-7182-3131



【申込み・問合せ】我孫子市鳥の博物館 Tel.04-7185-2212　千葉県我孫子市高野山 234-3【開館時間】午前 9時 30 分～午後 4時 30 分
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日が休館）【入館料】一般 300 円、大学生・高校生 200 円、中学生以下・70 歳以上 無料

鳥　博あびこ自然観察隊

「フクロウの鳴き声を探そう」

所  我孫子市鳥の博物館２階 多目的ホール
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鳥の博物館
ふれあいキャンプ場

山階鳥類研究所
宮ノ森公園

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

北柏ふるさと公園

●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

アビスタ

志賀直哉邸跡

手賀沼自然ふれあい緑道 手賀沼自然ふれあい緑道

手賀沼遊歩道
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　　　（水の館） 手賀沼

手賀沼公園

我孫子
ゴルフ倶楽部

谷津ミュージアム

道の駅
しょうなん

手賀沼フィッシングセンター

葺不合神社
杉
村
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冠

記
念
館

アビシルベ

あびこショッピングプラザ

けやきプラザ

アビイクオーレ

イトーヨーカドー

駐車場：五本松運動広場駐車場（手賀沼ふれあいライン沿い）約１００台収容
申込み：事前申込み不要
参加費：１００円、小学生以下無料
（傷害保険料等の運営費として「我孫子の景観を育てる会」に納入されます）
※場内で喫煙、酒食物、ペットの持ち込み、ゴルフなどの球技はできません。清涼飲料水可。
※運動靴、ウォーキングシューズを着用してください。

＊チャージ 500 円（お通し付き）

我孫子の Bar 特集「我孫子の夜はこれからだ。」

BAR Vingt-Neuf
バンヌフ

〈フランス語で２９の意〉

トレビ
〈由来はイタリアのトレビの泉〉

BAR ヴェロニカ
〈文学作品から抜け出た様…〉

千葉県我孫子市本町 1-2-3
定休日  火曜／営業時間19:00 ～翌 3:00
問い合わせ TEL.04-7186-2929

＊オススメのお酒
神戸スタイルハイボール700 円
居酒屋とは全く違うハイボールをぜひ。
レモンの香りがアクセントになっています。

＊オススメのおつまみ
カルボナーラ 900 円
全卵を使ったソースはクリーミーで、
ロングパスタとの相性抜群。

自家製ピサ 950 円
自家製の生地とトマトソースを使用。
クリスピータイプで「ミックス」と
「アンチョビ」の二種類から選べます。

千葉県我孫子市我孫子1-9-9 セルリア 2F
定休日  火曜／営業時間19:00 ～翌 3:00
問い合わせ TEL.04-7182-4755

勇気を出して扉を開ければ、フランクで話し
やすいスタッフが迎えてくれます。
内装はまさに「バー」ですが、空気はとても
カジュアルで話しやすい雰囲気。
男性でも女性でも、一人でも複数人でも、
気軽に立ち寄れます。

＊オススメのお酒
ピニャコラーダ 900 円
ラム・マリブ・パインジュース・ミルク・
ココナッツパウダー・パインとココナッツの
トロピカルな風味で、気分は南国の海辺。
女性にオススメです。
ショートカクテル　ブルーラグーン700 円
ウォッカ・ブルーキュラソー・自家製レモン
ジュース。目にも口にも爽やかな一杯。
一口飲めばそこは青く広い海。

＊オススメのおつまみ
チーズとサラミと生ハムの盛り合わせ 1300 円
カクテルのお供決定版。メニューには未記載の隠れメニューです。

＊チャージ 500 円（お通し付き）

千葉県我孫子市我孫子1-11-9　金井ビル2F
定休日  火曜日／営業時間18:00 ～翌 2:00
問い合わせ TEL.04-7186-2500

＊チャージ 500 円
　（日替わり季節のお通し付き）
　カクテル700 円～

＊オススメのお酒
ラム　クレマン 900 円
華やかな香りと深い味わいを兼ね備えた
フランス産ラム。女性にオススメです。

麦・芋焼酎元老院 800 円
焼酎が苦手な方にも飲んでいただきたい一杯。
ロックでお楽しみください。

＊オススメのおつまみ
新潟産和豚もち豚の自家製ハム1000 円
4日かけて仕込んだハムはしっとりやわらか。
ハーブの香りの中に豚本来の旨みが感じられる
一皿です。

2F

2F

Vingt-Neuf
バンヌフ

Bar trevi
ヴェロニカ

トレビ

第１３回市民観桜会

我孫子ゴルフ倶楽部
の一部を公開

3 28
月 10:00 ～16:00（入場は15:00まで）（雨天中止）

所  我孫子ゴルフ倶楽部 13番 16 番とその周辺

所  我孫子市
　 根戸新田字船戸

入口：五本松公園向い側の特設入り口から入場してください。
※クラブハウス側の正面入り口からは入れません。

問  我孫子の景観を育てる会☎090-6034-9149（３月１日より） 主   問  NPO 法人 手賀沼トラスト    桐石☎090-9853-3862

社団法人我孫子ゴルフ倶楽部の
ご厚意で、今年も見事な桜を楽
しめます。

入場料：無料
駐車場：手賀沼ファーム駐車場他
後援：我孫子市

菜の花畑散策と頭の体操

菜の花畑の小路を巡り、
途中の「なぞなぞ問題」
で頭を働かせながら
散策を楽しみます

菜の花畑の小路を巡り、
途中の「なぞなぞ問題」
で頭を働かせながら
散策を楽しみます

3月18日（金）～3月21日（月・祝）
10:00 ～15:00（雨天順延）3月25日～28日、4月1日～4日、8日～11日

日没～21:00（3月 25日のみ18:00～）

GS
花ハス

根戸城址
手賀沼ファーム
駐車場

冬水田んぼ
あびこん

至 我孫子駅

手 賀 沼
手賀沼公園会場

P
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◎体験コーナー　※各先着 10 ～ 20 名

　お琴の演奏体験 　10:00 ～ 11:00（丸栄商店） 
　染物教室（ハンカチの友禅染）　11:30 ～ 12:30（オフィス SS）
　うなきちさんのねりきり細工体験 　14:00 ～ 15:00（福一）

◎体験コーナー　※各先着 10 ～ 20 名

　お琴の演奏体験 　10:00 ～ 11:00（丸栄商店） 
　染物教室（ハンカチの友禅染）　11:30 ～ 12:30（オフィス SS）
　うなきちさんのねりきり細工体験 　14:00 ～ 15:00（福一）

3 5
土 16:30～18:30

【定員】15 人
【参加費】100 円（保険代、中学生以下無料）
【申込】要申込

テーマトーク

「ジオロケータで判明した
　　　　　　　ブッポウソウの越冬地」

日本のブッポウソウは多くの地
域で激減しました。適切な保護
策立案のためには国外の越冬
地や渡りルートの解明が必要で
す。ジオロケータ（小型記録機）
により明らかになった、ブッポ
ウソウの越冬地と、各地のブッ
ポウソウの現状についてご紹介
します。

フクロウは夜行性のため、姿を
みる機会は少ない鳥ですが、私
たちの身近な場所にも生息してい
ます。博物館では現在開催中の
企画展「フクロウさんちの子育て
日記」に合わせ、学芸員による
展示解説と鳴き声を聞く観察会
を企画しました。我孫子のフクロ
ウの鳴き声を一緒に探してみませ
んか？

3 12
土 13:30～14:15（13:15 開場）

【講師】仲村　昇さん（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員
【定員】当日先着 50 人
【参加費】無料（ただし入館料がかかります）
【申込】不要

3月1日（火）～ 5月15日（日）

所   問   我孫子市杉村楚人冠記念館
　　　   千葉県我孫子市緑 2-5-5　℡04-7182-8578

　　　   千葉県我孫子市本町 3-2-28

◀丹那トンネル試乗会での
　楚人冠（杉村家蔵）
　一番手前が杉村楚人冠

  休館日／毎週月曜日【3月21日（振替休日）は開館、翌 22日休館】
 開館時間／9：00 ～16：30（入館 16：00まで）
 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 200 円【鳥の博物館、白樺文学館も入館可】

杉村楚人冠記念館　企画展

「楚人冠の旅 ～近代日本を見る」
ジャーナリストである杉村楚
人冠の旅は、名所を見る旅
ではなく、新しく生まれてく
る近代日本の産業や観光を
見てまわる旅でした。
近代産業の勃興、充実する
鉄道網、ジャーナリズムと観
光の 3 つのテーマで、貴重
な写真や資料を展示します。

2 月 24日（水）～10月30日（日）

所   問   我孫子市白樺文学館
　　　   千葉県我孫子市緑 2-11-8
　　　   ℡04-7185-2192

◀柳、濱田、リーチ、河井、棟方署名色紙
　（画：棟方志功　額：黒田辰秋）

  休館日／毎週月曜日（祝日の場合、次の平日）
 開館時間／9：30 ～16：30
 入館料／一般 300 円／高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体割引は各20％引
3館共通券／一般 600 円、高校・大学生 200 円【鳥の博物館、杉村楚人冠記念館も入館可】

白樺文学館　常設テーマ展示

「民藝運動と我孫子」
柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、
武者小路実篤をはじめとする白樺派文人
が交流した我孫子。今回は常設テーマ「民
藝運動と我孫子」として芹沢銈介、河井寛
次郎、濱田庄司など文学館所蔵の民藝作
品を展示します。

テーマ展示が
新しくなりました

3 6
日

10:00 ～16:00

所  アビイクオーレ1Fエントランス
　   千葉県我孫子市本町 3-2-28

我孫子市ふるさと産品販売はもちろんのこと、今年は体験コーナーが更に充実！
昨年大好評だった、コーヒーの楽しみ方セミナーとハンカチの染物体験に加え、ねりきり作り体験や
お琴の演奏体験もあります。子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん！

◎我孫子市ふるさと産品販売　 10:00 ～ 16:00　 
※当日商品を購入いただいた方はハズレなしの抽選会に参加できます

◎ミニセミナー　13:00 ～ 14:00
　焙煎職人 鈴木さんによる「心と身体に優しいコーヒーの楽しみ方」

さくらプロジェクト

新たな観光スポットとして、手賀沼遊歩道の桜並木を
ライトアップし、手賀沼の魅力ある水辺空間を演出し
ます。ライトアップ初日に点灯式を開催します。
あびこ桜おもてなしキャンペーンも同時開催し、商業
者の出店も予定しています。

ライトアップ期間

○点灯式：3月 25 日 17:30 ～ 18:00（荒天時中止）
○場所：手賀沼遊歩道（かっぱの像前デッキ周辺）

和のテイストを盛り込んだ店内は
古き良き時代を感じさせます。
どこか懐かしく落ち着いた雰囲気の
中でゆっくり頂く一杯は格別の美味しさ。
本と音楽を愛する店主のこだわりが
感じられます。

第三小
並木小

布佐南小

▲撮影者：田中富夫

我孫子で１５年目の老舗のバー。
「いらっしゃいませ」の言葉に「おかえりなさい」
を込めてご挨拶。自宅で再現できるレシピも
教えてもらえるアットホームなお店です。
我孫子にきたらバンヌフのドアを開けてください。

問  我孫子ふるさと産品育成協議会 TEL.04-7182-3131



所  我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」
　けやきプラザ広場
アビイクオーレ1Ｆエントランス

2月27日（土）～3月6日（日）

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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4 アビプレ36号（平成28年2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

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

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　www.abikoinfo.jpアビシルベ

「アビストde Night☆」「アビストde Night☆」
公開生放送！

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

3月18日（金）18:00～3月18日（金）18:00～

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

アビシルベアビシルベ

（手賀沼のうなきちさん）

また、

会おうな〜

アビコインフォメーションプレス

YouTube にて録画配信中！「アビシルベ」で検索！

手賀沼のうなきちさん
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アビストリームアビストリーム

ひなまつりの折り紙展示
3月20日（日）～31日（木） 我孫子の桜みどころ紹介
4月1日（金）～7日（木）せっけん彫刻～やさしい香りの世界～

「我孫子の夜はこれからだ。」

我孫子ゴルフ倶楽部観桜会／さくらプロジェクト／菜の花畑散策と頭の体操

鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館 情報

ふるさと産品まつり

あびこで子育てフェスタ／地域スポーツフェスタ

ひなまつりの折り紙展示

アビシルベまつり《ボランティア募集》

我孫子のBar特集

■並木小学校
千葉県我孫子市つくし野 7－30－1
12:00 ～15:30（受付 11:20 ～）

・ストラックアウト
・キックターゲット
・グラウンドゴルフ
・フリースロー
・卓球
・バドミントン
・ふわどっち
・スタンプラリー
・並木ひびき太鼓演奏
・並木小吹奏楽部演奏

■第三小学校
千葉県我孫子市柴崎台3－3－1
9:25 ～13:30（受付 9:15 ～）

・ダブルダッチ
・キックターゲット
・ティーボール
・鬼ごっこで遊ぼう
・卓球
・風船バレーボール
・三小吹奏楽部演奏
・お楽しみ○×クイズ

■布佐南小学校
千葉県我孫子市布佐平和台 5－1－1
10:00 ～14:00（受付 9:45 ～）

・ショートテニス
・ペタンク
・バッゴー
・ふわどっち
・ストラックアウト
・遊ぶサッカー
・リアル野球盤
・ポールウォーキング
・グラウンドゴルフ
・ダブルダッチ
・布佐南小吹奏楽部演奏
・お楽しみ抽選会

次号より毎月10日発行になります。
アビプレ4月号は4月10日（日）発行です。

地域スポーツフェスタ 2 27
土

3 26
土

＊雨天時は体育館でできる
スポーツのみ開催

我孫子市内 3会場で開催
各校で受付時間と行われるスポーツが異なります。
参加費：20 円　持ち物：上ばき

問  地域スポーツフェスタ実行委員会
　  我孫子市教育委員会文化・スポーツ課
　  TEL.04-7185-1604

所  あびこショッピングプラザ
　千葉県我孫子市我孫子 4-11-1

問  子育て支援センター TEL.04-7185-1915

「皆跳」出演スケジュール
◎第三小学校 10：00 ～（３０分程度）
◎布佐南小12：30 ～（３０分程度）
※並木小には出演しません

第三小学校・布佐南小学校では
ダブルダッチチーム「皆跳（みなと）」
の演技をご覧いただけます。

あびこで子育てフェスタ

10:00 ～15:30

センターコートとガーデンコート、吹き抜け周りを中心に、パパ・
ママ・キッズはもちろん、プレママ & パパやおじいちゃんおばあ
ちゃんなどみんなで楽しめるイベントを開催いたします。参加、
体験できるイベントが盛りだくさんです。
チアリーディング、みんなで楽しく手話ダンスなどのステージ、
手作りおもちゃの展示、エコクラフト工作、おもちゃの病院、パ
ネルシアター体験、アビシルベ・鳥の博物館による販売、おひる
ねアート体験撮影会、頭の元気度測定、子どもの身体計測、消
防車・救急車の乗車体験など。紙芝居や広場スタッフと遊ぶブー
スも用意されています。さあ、家族で、一日楽しみましょう！

2 月 27日（土）～3月 6日（日）
ひなまつりの折り紙展示

所   問  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 2-2-6
　　　 TEL.04-7100-0014（9:00 ～18:00　※金・土・休前日は 20:00まで）

問  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 2-2-6
　　 TEL.04-7100-0014（9:00 ～18:00　※金・土・休前日は 20:00まで）

様々な技法で折られた作品を間近でご覧いただけます。細かく作りこまれた
七段飾りや七福神など、繊細で優雅な折り紙の世界をお楽しみください。
折り紙制作：湖北地区社会福祉協議会「ボランティアのための折り紙サークル」

第 7 回 アビシルベまつり開催！
4 29
金・祝

10:00 ～16:00
※雨天実施（内容に一部変更あり）

《ボランティアスタッフ募集》
毎年恒例の楽しいイベント
『アビシルベまつり』で
ボランティアをしてみませんか？
時間 9:00 ～16:00
仕事内容：ゆるキャラ担当

各コーナーの補助 他
詳しくはアビシルベにお問合せください。

所  我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」
　けやきプラザ広場
アビイクオーレ1Ｆエントランス

トレビ

Contents

・ゆるキャラ大集合
・豪華賞品が当たる！我孫子クイズラリー
・♪鳥くん他出演のステージイベント
・地元我孫子の人気店が集結！グルメストリート
その他、万華鏡作り体験など、親子で楽しめるイベントがいっぱい！

・ゆるキャラ大集合
・豪華賞品が当たる！我孫子クイズラリー
・♪鳥くん他出演のステージイベント
・地元我孫子の人気店が集結！グルメストリート
その他、万華鏡作り体験など、親子で楽しめるイベントがいっぱい！

—発行日を変更します—

12:00～ ～15:00

ア
ビ
シ
ル
ベ
月間
予定

ヴェロニカ

バンヌフ


