
手賀沼のうなきちさん

〈クリスマスバージョン〉

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

12月 18日（金）18:00～12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
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11月28日（土）～12月6日（日）

12月1日（火）～12月10日（木）
禎子と折り鶴展

我孫子の魅力発見！フォト・ムービー コンテスト作品展示

12月11日（金）～12月16日（水）

手賀沼写真コンクール応募作品展示
12月20日（日）～12月28日（月）
懐かしの映画ポスター展 第 12弾

「クリスマス直前ライブ！」
出演アーティスト／ Mirei、ソノライフ、他

「クリスマス直前ライブ！」
出演アーティスト／ Mirei、ソノライフ、他

第２５回 手賀沼ふれあい清掃
～ 一人ひとりの力でもっときれいな手賀沼に ～
第２５回 手賀沼ふれあい清掃
～ 一人ひとりの力でもっときれいな手賀沼に ～

12 6
日

1 1
元旦

9:00～11:00
雨天の場合12 月13日（日）
9:00～11:00
雨天の場合12 月13日（日）

懐かしの映画ポスター展 第 12 弾懐かしの映画ポスター展 第 12 弾
さよなら、やすらかに、星になったスター達さよなら、やすらかに、星になったスター達

アビシルベ所
アビシルベ℡ 04-7100-0014問

我孫子市役所手賀沼課℡ 04-7185-1111（内線 467）
当日7:30 以降　テレドーム ℡ 0180-99-1173

問

懐かしの映画ポスター友の会　後援：我孫子市主催

来年もやります！

アビシルベ元旦イベント
開催決定！2016

あま
～い♥

ケーキ＆イルミネーションで
あま
～い♥

ケーキ＆イルミネーションで

ハッピークリスマス！ハッピークリスマス！

アビコインフォメーションプレス

●集合場所　手賀沼公園多目的広場
●タイムスケジュール
８:４５～  ９:００ 受　付

　   ９:００～  ９:１５ 開会式
　   ９:１５～１０:３０ 清掃作業
　１０:３０～１１:００ 閉会式・参加記念品配布

・ジャンケン大会
●清掃作業コース
根戸新田コース　手賀沼公園～根戸新田
親水広場コース　手賀沼公園～親水広場
●ゴミの分別（３種類に分ける）
①可燃ごみ（紙くず、プラスチックなど）⇒ 半透明のビニール袋
②不燃ごみ（あき缶、あきビン）　 ⇒ 青色のビニール袋

　（大型の金属製品など）　　 ⇒ 麻袋

●集合場所　手賀沼公園多目的広場
●タイムスケジュール
８:４５～  ９:００ 受　付

　   ９:００～  ９:１５ 開会式
　   ９:１５～１０:３０ 清掃作業
　１０:３０～１１:００ 閉会式・参加記念品配布

・ジャンケン大会
●清掃作業コース
根戸新田コース　手賀沼公園～根戸新田
親水広場コース　手賀沼公園～親水広場
●ゴミの分別（３種類に分ける）
①可燃ごみ（紙くず、プラスチックなど）⇒ 半透明のビニール袋
②不燃ごみ（あき缶、あきビン）　 ⇒ 青色のビニール袋

　（大型の金属製品など）　　 ⇒ 麻袋
我孫子市手賀沼親水広場 水の館
我孫子市高野山新田193　℡ 04-7184-0555

問所

平日（除：休館日）13:30 ～（1回投影）　 　投影時間約30分
土・日・祝日　　　13:30 ～、15:00 ～（2回投影）　※入場無料

明るい星が多い冬の星空をたっぷりと解説。番組終盤には

冬を代表する星座「オリオン座」の悲しい恋の物語が展開

されます。

アニタ・エクバーグ、
坂東三津五郎、愛川欽也、
川島なお美、他約４０点
展示予定。
当時の貴重なポスターの
数々をぜひご覧ください。

12月20日（日）から12月28日（月）まで

今年亡くなられた映画人、
映画俳優をテーマに
映画ポスターの展示を
行います。

入場無料

年のはじめを我孫子で楽しもう！
おめでたい獅子舞や、

甘酒・どら焼きの振る舞いもあります。
詳細は来月号に掲載。ご期待下さい！

年のはじめを我孫子で楽しもう！
おめでたい獅子舞や、

甘酒・どら焼きの振る舞いもあります。
詳細は来月号に掲載。ご期待下さい！

※初日は13：00 から、最終日は12：00まで

「さよなら、やすらかに、
星になったスター達」
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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

フルール

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
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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

近隣センター
ふさの風

アビシルベハコカラ

あびこ市民プラザ

けやきプラザ

イトーヨーカドー

期間：12月1日～1月31日
時間：夕方5時～深夜1時

神秘的な青いライトは
心を落ち着ける防犯効果もあり！
道行く人を想い、今年も広場を
照らします。
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期間：12月12日（点灯式）
　　　～1月下旬
時間：日没～終電まで

期間：11月中旬～
　　　２月のバレンタインまで
時間：日没～終電

朝採りフレッシュいちごを使った、贅沢クリスマスケーキ！
クリスマス限定焼き菓子は見た目も楽しいカラフル仕様です。

住所：我孫子市湖北台1-13-19　電話：04-7187-2620
定休日：月曜日（祝日の場合は振替で翌日休業）営業時間：9：00～19：00

クリスマス イルミネーション

クリスマスケーキ 特集クリスマスケーキ 特集クリスマスケーキ 特集

基本を大切に作るお菓子とパンのお店！
季節に合わせ、クラシックな中にもオリジナリティのある商品を提供。
店名は「大切な方との大切な時間」の意味が込められています。12 月13日（日）までにご予約のお客様10％割引致します。

当日販売もあります。 12月22日までにご予約・ご入金頂いたお客様10%割引いたします。

我孫子駅南口

アビシルベ

天王台駅北口

ロータリー中央を彩る
癒し空間をお楽しみください！

２つの街灯からツリー状に広が
る “２つのキャンドルツリー”を
お楽しみください。
期間：11月下旬～1月末
時間：夕方4時頃～深夜12時頃
LED 総数：10300 個

ほっこりな気分を感じていただける
ように企画しています。湖北駅南口
でほっと一息いかがですか？

住所：我孫子市つくし野 2-27-13　電話：FAX：04-7128-6697
定休日：月曜日　営業時間：8：00 ～20：00　＊駐車場：有り

我孫子市内で楽しむ・・ ・・駅前イルミネーション！

haco-color
ハコカラ

我孫子の気になる新スポット！

我孫子市本町 2-4-14（我孫子駅南口徒歩1分）　℡ 04-7170-0765
営業時間 :9:00~18:00（日曜祝日休）

ハコカラへ行けば何かある。誰かに会える。
我孫子で横のつながりをひろげる
「我孫子のお茶の間」！ ○「やってみたい！」を形に。

○新しい何かが生まれる。
○お店・オーナー・研究会。

テーマトーク てがたん 第12回 友の会展

1212
土

1220
日

1129
日

13:30～14:15（開場13:15） 1212
土

10:00～12:00 雨天中止

【問合せ】鳥の博物館℡ 04-7185-2212【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

鳥の博物館 2階  多目的ホール所

湖北地区公民館ホール所
文化・スポーツ課℡ 7185-1601問我孫子市教育委員会主催

あびこ市民プラザ所
℡ 04-7183-1231問我孫子市国際交流協会・我孫子市主催

鳥の博物館 2階  企画展示室所

【講師】山崎剛史さん
　　　 （公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員
【定員】当日先着 50人【申込】不要
【参加費】無料（ただし入館料がかかります） 【申込】不要

【参加費】100 円（中学生以下無料）

地球上の様々な場所で長い年月をかけて進化し
てきた生き物たち。いま、生物学者と工学者が
タッグを組むことで、彼らの優れた機能を真似し、
私たちの暮らしに活かそうという試み―バイオミ
メティクス―に注目が集まっています。この講演
では、鳥を対象にしたバイオミメティクス研究の
最前線を紹介します。

テーマ「冬の散歩道」

①お正月にちなんだ

　縁起の良い植物や生き物を

　探してみよう。

②「歳寒の松柏」

　冬でも緑の葉を持つ

　木の葉っぱを観察してみよう。

昨年12 月のてがたんでつくった
「てがたん冬のお弁当」

「手賀沼の遊歩道でバードウォッチング」「鳥類学とバイオミメティクス
　　～鳥をまねした物づくり～」

12月12日（土）から翌1月24日（日）まで

手賀沼とその周辺には、毎年いろいろな鳥が来訪します。
今年も、ブッポウソウ、サンコウチョウ、キガシラセキレイ
などの手賀沼としては珍しい鳥が観察されています。地域の
方々に鳥の博物館友の会のこのような活動を知っていただ
き、野鳥と自然に関心を持っていただこうと考えております。

①テーマ展示 「手賀沼の遊歩

道でバードウォッチング」 

　冬の手賀沼をジオラマで表

現し、どんな鳥がどんなとこ

ろで観察できるかをわかりや

すく紹介します。 

②同好会の展示 

　デジカメ同好会、みて歩こ

う会、鳥絵同好会、鳥凧同好

会、そして万葉集同好会が、

それぞれ工夫を凝らし、会員

が観察したこと、鳥に関する

作品、万葉集に歌われた四季

の鳥などの展示を行います。

市制４５周年記念事業

第 35回 郷土芸能祭

12:00 開演
11:30 開場

11:00～16:00

（全席自由）

市内に古くから伝わる民俗芸能と、日本古来の伝統的な笛・
太鼓によるお囃子の祭典「郷土芸能祭」を開催します。
今回も、民俗芸能を伝承している市内の団体のほか、小・中
学校の郷土芸能クラブが参加します。
今回はつくし野麒麟太鼓をゲストに迎え、華やかに開催します。

出演 ● （順不同）
あびこふるさと会
古戸はやし連中
ひょっとこ睦
我孫子第四小学校伝統芸能クラブ
湖北小学校郷土芸能クラブ
布佐小学校郷土芸能クラブ
布佐中学校郷土芸能講座
ゲスト ● （オープニング）
つくし野麒麟太鼓
（オープニング）

第24回あびこ国際交流まつり

我孫子市我孫子 4-11-1　あびこショッピングプラザ内３階

ケーキの準備
は

 お済みです
か？

湖北駅南口

ラ・ヴィ・モンフレール

4 号ホール 2460 円～／ 5号ホール 3490 円（税込）～

Ｘマスエクセレントいちごロール
１本 2800 円（税込）

クリスマス限定焼き菓子 195 円（税込）～

ノエル・ショート
4号 2415 円（税抜）
5号 3300 円（税抜）

ノエル・フロマージュ
（レアチーズ）
5号 3360 円（税抜）

ノエル・クラシック
（クラシックショコラ＆生クリーム）
5号 2100 円（税抜）

ノエル・ショコラ
（チョコクリーム＆スポンジ  ガナッシュ入り）
5号 3465 円（税抜）

フルール ラ・ヴィ・モンフレール

詳しい情報は
「ハコカラ」で検索！

レンタルスペース・レンタルボックス・コワーキング
・ギャラリーを複合した「場」を提供します！

1127
金

◉１１月のイベント予定

けしゴムはんこワークショップ
2016 年干支のさる編

1129
日

雑貨マルシェ「箱日和」
弥生軒の出店もあります！

民俗音楽：歌と演奏13:00 ～
和の日本：体験 10:30 ～15:00
こどもの遊び場11:00 ～16:00
　　　　　　　（紙芝居12:00 ～）
軽食・展示・各国民芸品11:00 ～16:00
中国、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、
コロンビアからの出店があります。

民俗音楽：歌と演奏13:00 ～
和の日本：体験 10:30 ～15:00
こどもの遊び場11:00 ～16:00
　　　　　　　（紙芝居12:00 ～）
軽食・展示・各国民芸品11:00 ～16:00
中国、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、
コロンビアからの出店があります。

友好を翼にのせて  Soaring  High  Together！

入場無料

入場無料 URL：http://www.e-aira.jp

“小さな交流  大きな理解”
をテーマに開催！

鳥　博
手賀沼の自然観察会
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基本を大切に作るお菓子とパンのお店！
季節に合わせ、クラシックな中にもオリジナリティのある商品を提供。
店名は「大切な方との大切な時間」の意味が込められています。12 月13日（日）までにご予約のお客様10％割引致します。

当日販売もあります。 12月22日までにご予約・ご入金頂いたお客様10%割引いたします。

我孫子駅南口

アビシルベ

天王台駅北口

ロータリー中央を彩る
癒し空間をお楽しみください！

２つの街灯からツリー状に広が
る “２つのキャンドルツリー”を
お楽しみください。
期間：11月下旬～1月末
時間：夕方4時頃～深夜12時頃
LED 総数：10300 個

ほっこりな気分を感じていただける
ように企画しています。湖北駅南口
でほっと一息いかがですか？

住所：我孫子市つくし野 2-27-13　電話：FAX：04-7128-6697
定休日：月曜日　営業時間：8：00 ～20：00　＊駐車場：有り

我孫子市内で楽しむ・・ ・・駅前イルミネーション！

haco-color
ハコカラ

我孫子の気になる新スポット！

我孫子市本町 2-4-14（我孫子駅南口徒歩1分）　℡ 04-7170-0765
営業時間 :9:00~18:00（日曜祝日休）

ハコカラへ行けば何かある。誰かに会える。
我孫子で横のつながりをひろげる
「我孫子のお茶の間」！ ○「やってみたい！」を形に。

○新しい何かが生まれる。
○お店・オーナー・研究会。

テーマトーク てがたん 第12回 友の会展

1212
土

1220
日

1129
日

13:30～14:15（開場13:15） 1212
土

10:00～12:00 雨天中止

【問合せ】鳥の博物館℡ 04-7185-2212【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

鳥の博物館 2階  多目的ホール所

湖北地区公民館ホール所
文化・スポーツ課℡ 7185-1601問我孫子市教育委員会主催

あびこ市民プラザ所
℡ 04-7183-1231問我孫子市国際交流協会・我孫子市主催

鳥の博物館 2階  企画展示室所

【講師】山崎剛史さん
　　　 （公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員
【定員】当日先着 50人【申込】不要
【参加費】無料（ただし入館料がかかります） 【申込】不要

【参加費】100 円（中学生以下無料）

地球上の様々な場所で長い年月をかけて進化し
てきた生き物たち。いま、生物学者と工学者が
タッグを組むことで、彼らの優れた機能を真似し、
私たちの暮らしに活かそうという試み―バイオミ
メティクス―に注目が集まっています。この講演
では、鳥を対象にしたバイオミメティクス研究の
最前線を紹介します。

テーマ「冬の散歩道」

①お正月にちなんだ

　縁起の良い植物や生き物を

　探してみよう。

②「歳寒の松柏」

　冬でも緑の葉を持つ

　木の葉っぱを観察してみよう。

昨年12 月のてがたんでつくった
「てがたん冬のお弁当」

「手賀沼の遊歩道でバードウォッチング」「鳥類学とバイオミメティクス
　　～鳥をまねした物づくり～」

12月12日（土）から翌1月24日（日）まで

手賀沼とその周辺には、毎年いろいろな鳥が来訪します。
今年も、ブッポウソウ、サンコウチョウ、キガシラセキレイ
などの手賀沼としては珍しい鳥が観察されています。地域の
方々に鳥の博物館友の会のこのような活動を知っていただ
き、野鳥と自然に関心を持っていただこうと考えております。

①テーマ展示 「手賀沼の遊歩

道でバードウォッチング」 

　冬の手賀沼をジオラマで表

現し、どんな鳥がどんなとこ

ろで観察できるかをわかりや

すく紹介します。 

②同好会の展示 

　デジカメ同好会、みて歩こ

う会、鳥絵同好会、鳥凧同好

会、そして万葉集同好会が、

それぞれ工夫を凝らし、会員

が観察したこと、鳥に関する

作品、万葉集に歌われた四季

の鳥などの展示を行います。

市制４５周年記念事業

第 35回 郷土芸能祭

12:00 開演
11:30 開場

11:00～16:00

（全席自由）

市内に古くから伝わる民俗芸能と、日本古来の伝統的な笛・
太鼓によるお囃子の祭典「郷土芸能祭」を開催します。
今回も、民俗芸能を伝承している市内の団体のほか、小・中
学校の郷土芸能クラブが参加します。
今回はつくし野麒麟太鼓をゲストに迎え、華やかに開催します。

出演 ● （順不同）
あびこふるさと会
古戸はやし連中
ひょっとこ睦
我孫子第四小学校伝統芸能クラブ
湖北小学校郷土芸能クラブ
布佐小学校郷土芸能クラブ
布佐中学校郷土芸能講座
ゲスト ● （オープニング）
つくし野麒麟太鼓
（オープニング）

第24回あびこ国際交流まつり

我孫子市我孫子 4-11-1　あびこショッピングプラザ内３階

ケーキの準備
は

 お済みです
か？

湖北駅南口

ラ・ヴィ・モンフレール

4 号ホール 2460 円～／ 5号ホール 3490 円（税込）～

Ｘマスエクセレントいちごロール
１本 2800 円（税込）

クリスマス限定焼き菓子 195 円（税込）～

ノエル・ショート
4号 2415 円（税抜）
5号 3300 円（税抜）

ノエル・フロマージュ
（レアチーズ）
5号 3360 円（税抜）

ノエル・クラシック
（クラシックショコラ＆生クリーム）
5号 2100 円（税抜）

ノエル・ショコラ
（チョコクリーム＆スポンジ  ガナッシュ入り）
5号 3465 円（税抜）

フルール ラ・ヴィ・モンフレール

詳しい情報は
「ハコカラ」で検索！

レンタルスペース・レンタルボックス・コワーキング
・ギャラリーを複合した「場」を提供します！

1127
金

◉１１月のイベント予定

けしゴムはんこワークショップ
2016 年干支のさる編

1129
日

雑貨マルシェ「箱日和」
弥生軒の出店もあります！

民俗音楽：歌と演奏13:00 ～
和の日本：体験 10:30 ～15:00
こどもの遊び場11:00 ～16:00
　　　　　　　（紙芝居12:00 ～）
軽食・展示・各国民芸品11:00 ～16:00
中国、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、
コロンビアからの出店があります。

民俗音楽：歌と演奏13:00 ～
和の日本：体験 10:30 ～15:00
こどもの遊び場11:00 ～16:00
　　　　　　　（紙芝居12:00 ～）
軽食・展示・各国民芸品11:00 ～16:00
中国、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、
コロンビアからの出店があります。

友好を翼にのせて  Soaring  High  Together！

入場無料

入場無料 URL：http://www.e-aira.jp

“小さな交流  大きな理解”
をテーマに開催！

鳥　博
手賀沼の自然観察会



手賀沼のうなきちさん

〈クリスマスバージョン〉

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

12月 18日（金）18:00～12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
シ
ル
ベ

月
間
予
定

11月28日（土）～12月6日（日）

12月1日（火）～12月10日（木）
禎子と折り鶴展

我孫子の魅力発見！フォト・ムービー コンテスト作品展示

12月11日（金）～12月16日（水）

手賀沼写真コンクール応募作品展示
12月20日（日）～12月28日（月）
懐かしの映画ポスター展 第 12弾

「クリスマス直前ライブ！」
出演アーティスト／ Mirei、ソノライフ、他

「クリスマス直前ライブ！」
出演アーティスト／ Mirei、ソノライフ、他

第２５回 手賀沼ふれあい清掃
～ 一人ひとりの力でもっときれいな手賀沼に ～
第２５回 手賀沼ふれあい清掃
～ 一人ひとりの力でもっときれいな手賀沼に ～

12 6
日

1 1
元旦

9:00～11:00
雨天の場合12 月13日（日）
9:00～11:00
雨天の場合12 月13日（日）

懐かしの映画ポスター展 第 12 弾懐かしの映画ポスター展 第 12 弾
さよなら、やすらかに、星になったスター達さよなら、やすらかに、星になったスター達

アビシルベ所
アビシルベ℡ 04-7100-0014問

我孫子市役所手賀沼課℡ 04-7185-1111（内線 467）
当日7:30 以降　テレドーム ℡ 0180-99-1173

問

懐かしの映画ポスター友の会　後援：我孫子市主催

来年もやります！

アビシルベ元旦イベント
開催決定！2016

あま
～い♥

ケーキ＆イルミネーションで
あま
～い♥

ケーキ＆イルミネーションで

ハッピークリスマス！ハッピークリスマス！

アビコインフォメーションプレス

●集合場所　手賀沼公園多目的広場
●タイムスケジュール
８:４５～  ９:００ 受　付

　   ９:００～  ９:１５ 開会式
　   ９:１５～１０:３０ 清掃作業
　１０:３０～１１:００ 閉会式・参加記念品配布

・ジャンケン大会
●清掃作業コース
根戸新田コース　手賀沼公園～根戸新田
親水広場コース　手賀沼公園～親水広場
●ゴミの分別（３種類に分ける）
①可燃ごみ（紙くず、プラスチックなど）⇒ 半透明のビニール袋
②不燃ごみ（あき缶、あきビン）　 ⇒ 青色のビニール袋

　（大型の金属製品など）　　 ⇒ 麻袋

●集合場所　手賀沼公園多目的広場
●タイムスケジュール
８:４５～  ９:００ 受　付

　   ９:００～  ９:１５ 開会式
　   ９:１５～１０:３０ 清掃作業
　１０:３０～１１:００ 閉会式・参加記念品配布

・ジャンケン大会
●清掃作業コース
根戸新田コース　手賀沼公園～根戸新田
親水広場コース　手賀沼公園～親水広場
●ゴミの分別（３種類に分ける）
①可燃ごみ（紙くず、プラスチックなど）⇒ 半透明のビニール袋
②不燃ごみ（あき缶、あきビン）　 ⇒ 青色のビニール袋

　（大型の金属製品など）　　 ⇒ 麻袋
我孫子市手賀沼親水広場 水の館
我孫子市高野山新田193　℡ 04-7184-0555

問所

平日（除：休館日）13:30 ～（1回投影）　 　投影時間約30分
土・日・祝日　　　13:30 ～、15:00 ～（2回投影）　※入場無料

明るい星が多い冬の星空をたっぷりと解説。番組終盤には

冬を代表する星座「オリオン座」の悲しい恋の物語が展開

されます。

アニタ・エクバーグ、
坂東三津五郎、愛川欽也、
川島なお美、他約４０点
展示予定。
当時の貴重なポスターの
数々をぜひご覧ください。

12月20日（日）から12月28日（月）まで

今年亡くなられた映画人、
映画俳優をテーマに
映画ポスターの展示を
行います。

入場無料

年のはじめを我孫子で楽しもう！
おめでたい獅子舞や、

甘酒・どら焼きの振る舞いもあります。
詳細は来月号に掲載。ご期待下さい！

年のはじめを我孫子で楽しもう！
おめでたい獅子舞や、

甘酒・どら焼きの振る舞いもあります。
詳細は来月号に掲載。ご期待下さい！

※初日は13：00 から、最終日は12：00まで

「さよなら、やすらかに、
星になったスター達」


