
 
 

 
 

 

 

手賀沼のうなきちさん
〈おおばんバージョン〉

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！
18:00～18:00～

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

11月 20日 金11月 20日 金

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）
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10月19日（月）～11月2日（月）

ちょっと先取りJBF2015

11月13日（金）～11月19日（木）
我孫子市民文化祭
書道・華道PR展示

第一弾

11月21日（土）～11月26日（木）
我孫子市民文化祭
書道・華道PR展示

第二弾

各ブースをまわってポイントゲット！豪華景品が当たる抽選会に参加しよう！（無料）
◎市民歯科健診・親子歯科相談　◎スポーツ吹矢チャレンジ 2015
◎歩行年齢測定会　◎カイロプラクティック健康講座　◎ニュースポーツ体験
◎食と運動　◎身体測定コーナー　◎薬剤師による健康相談　◎足裏・肩こりほぐし
◎セントラルウェルネスクラブ親子ヨガ体験　◎親子で変身！ドクター・ナース服で記念撮影
◎折り紙で脳トレ＆リラクゼーション　◎ポールウォーキング　◎自分カルテ配布
◎健康づくり情報大公開 !コーナー
◎ミニステージ（バンド演奏、ダンス）（販売）◎うどん、パン等
※天候等により、一部内容を変更する場合もございます。　※受付時間が限られているブースもございます。

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

我孫子市生涯学習センター「アビスタ」所

健康フェア２０１5
健康フェアで「健康寿命を延ばすポイント」を学ぼう！

11 8
日

10:00～16:00
（受付 15:00まで）

JR 我孫子駅南口より南へ徒歩10 分の手賀沼公園内　我孫子市若松 26-4

「健康寿命」とは、「一生のうち、健康で日常の生活を支障なくおくることが
できる期間」をいいます。心も身体も健康に、生涯をとおして自立した生活
を送るためには、食生活、運動、歯と口腔内の健康づくり等、様々な分野か
らの取り組みが必要です。健康フェア２０１５では、医師会、歯科医師会、スポー
ツ吹矢協会等をはじめ、様々な団体が、健康に関して楽しみながら体験でき
るブースを出展します。親子で楽しめる企画も多数ありますので、是非ご家族
でご来場ください。

☆うなきちさんとチーバくん、
あびかちゃんも会場にきます！

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

休館日／月曜日（11月23日、1月11日を除く）、11月 24日、12 月 29日～1月3日
開館時間／9:00 ～16:30（入館は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 
3 館共通券（白樺文学館・鳥の博物館 入館料セット） 一般 600 円、高校・大学生 400 円 

期間／10月10日（土）～平成28年1月11日（月・祝）
杉村楚人冠記念館冬期企画展 企画展

「杉村楚人冠と柳田國男」

期間／10月30日（金）～平成28年2月21日（日）

「原田京平展～我孫子を詠んだ歌人～」
ともに我孫子市に縁があり、友人同士であっ
た二人の交流を振り返って、南方熊楠の神社
合祀反対、方言集発刊の取り組みなど、共通
の関心事についての書籍や、柳田國男の絵葉
書を展示します。

▲柳田國男の絵葉書（杉村家蔵）

講演会「柳田國男と布佐・布川」

日時：11月 21日（土）14:00 開演（13:30 開場）
場所：生涯学習センター「アビスタ」ホール
定員：100 名（予約不要、先着順）
参加費：無料
講師：小島瓔禮さん（琉球大学名誉教授）

企画展「杉村楚人冠と柳田國男」の開催に合わせ、柳田
のゆかりの地である布佐・布川と、柳田の民俗学とのつな
がりをテーマにした講演会を開催します。講師は柳田の教
えを直接受けた経験のある小島瓔禮さんです。

所 問 白樺文学館
我孫子市緑 2-11-8　℡ 04-7185-2192

休館日／月曜休館（月曜が休日の場合、次の平日）
開館時間／9:30～16:30
入館料／大人 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20人以上 2割引
３館共通券（杉村楚人冠記念館・鳥の博物館 入館料セット）一般 600 円、高校・大学生 400 円

※臨時休館のお知らせ
10月27日（火）～29日（木）は
展示替えのため休館いたします。

白樺派が去った後、我孫子の文化空
間を引き継いだ人物、原田京平（恭平・
聚文・和周）。彼は画家として、歌人
としてこの我孫子で創作活動を展開
しました。今回は遺歌集『雲の流れ』
の中から我孫子を詠んだ短歌を中心
に歌人としての原田京平の魅力に迫り
ます。

遺歌集『雲の流れ』表紙（作画 硲伊之助）▶

よしゆき

鳥の祭典、JBF開催！鳥の祭典、JBF開催！

１５回記念開催 観る、知る、触れる、鳥を楽しむ2日間。

1031
土

11 1
日

ジャパンバードフェスティバル２０１5
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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

あびこん 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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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
開催日専用電話 090-4368-3170／080-9282-5391

所

1031
土

11 1
日

9:30
～16:00

9:30
～15:00

1121
土

10:00～15:00

ジャパンバードフェスティバル
２０１5 ～人と鳥の共存をめざして～

１５回記念開催

今年１５回目の記念開催を迎えるジャパンバード
フェスティバル（Japan Bird Festival/ 略称：JBF）は、
千葉県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。
鳥や自然環境に関する研究・活動の発表、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。

観る、知る、触れる、鳥を楽しむ2日間。

我孫子市手賀沼周辺施設
（手賀沼親水広場、水の館、鳥の博物館、鳥博広場、山階鳥類研究所、アビスタ）

＜アクセス＞JR 我孫子駅南口よりJBF 会場巡回バスが運行されます。（１日乗り放題１００円小学生以下無料）
　　　　　  約１５～２０分間隔で我孫子駅～鳥博広場～アビスタ～我孫子駅を巡回運行します。

http://www.birdfesta.net/

■親子向けイベントとして、「うなきちさんの帽子を探せ！」も行います。
　（４ｋｍコース限定）お友達同士や親子での参加をお待ちしています！
■４ｋｍコースは、我孫子市内の見どころスポットをぐるっと巡ることが
　できる手軽なコース。

問

所

我孫子市健康づくり支援課℡04-7185-1126

手賀沼ふれあいウォーク
2015
1121
土

雨天実施
荒天中止

雨天決行

■時間・コース
①手賀沼一周コース（20km）午前 8 時 30 分から受付
②手賀沼半周コース（10km）午前 8 時 30 分から受付
③探偵ウォークコース（4km）午前 10 時 00 分から受付
■費用
18 歳未満　無料　※保険加入が必要なため、当日受付を行ってください。
18 歳以上　500 円（事前申し込み300 円）
※参加費の払い戻しはできません。
■申込方法
手賀沼ふれあいウオークのチラシ（市役所、各行政サービスセンター、
公民館、各近隣センター、市民体育館、保健センターに用意）を確認し、
郵便局に設置してある払込取扱票に所定事項を記入し、参加費と共に最
寄りの郵便局から申し込み。
※「受領証」を参加当日、受付にご提示ください。

手賀沼公園多目的広場 集合
※駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください。

◉午前９時３０分（探偵ウォークコースは午前１０時３０分）
　に出発式開始
◉出発式終了後随時スタート

◉午前９時３０分（探偵ウォークコースは午前１０時３０分）
　に出発式開始
◉出発式終了後随時スタート

＜１５回記念事業＞　
■両日　
◇海外７カ国からの出展
　リトアニア共和国、台湾、香港、モンゴル、ブルネイ、フィリピン、インドが JBF
２０１５へ出展します（鳥博広場会場・親水広場会場ステージ近く）。
　１０月３１日（土）１１：３０～１３：１０には、水の館３階研修室にて、参加各
国の野鳥や自然のスライドショーも行います。
◇出張・ことりカフェwith Birdstory
　小鳥を眺めながらカフェタイムをお過ごしいただける、人気の鳥カフェ「ことりカ
フェ」と、愛鳥家さんのためのコミュニティサイト「Birdstory」が、ＪＢＦ１５回
を記念して出張カフェを特別オープン！水の館１階エコロジーシアター（エントラ
ンス入ってすぐ左手前）へ癒されにお越しください。
■１０月３１日（土）
◇ＪＢＦ１５回記念鳥学講座スペシャルトークショー
　「研究最前線～今どうなってる？鳥と恐竜」
　１３：３０～１５：３０（開場１３：００）
　場所：我孫子市生涯学習センターアビスタ１階ホール
　定員：先着１５０名　※２階第１学習室で同時上映

＜人気事業＞
■１１月1日（日）
◇講演会（会場：手賀沼親水広場水の館 )
　テーマ：「フィールドガイド日本の野鳥」と谷口との交錯点
◇「鳥の博物館ゲストトーク」（会場：鳥の博物館）
　テーマ：「チョウゲンボウと十三崖の魅力」
◇「山階鳥研見にレクチャー７」（会場：山階鳥類研究所）
◇全日本鳥フォトコンテスト作品展（会場：手賀沼親水広場水の館）
◇第７３回企画展「飛んでる鳥展－飛翔型標本コレクション－」（会場：我孫子市鳥
の博物館）
◇バードウォッチング（会場：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。
〇船上バードウォッチング 時刻表（受付：手賀沼親水広場桟橋前）
　１０月３１日 ( 土 ) １０：３０ / １２：３０ / １４：３０
　１１月   １日 (日 ) １０：３０ / １２：３０ / １４：００　
　この季節には、３０種類程度の野鳥が観察できます。

◎農産物共進会
我孫子の農業者が丹精を込めて栽培した農産物が多数出品されます。
出品農産物について、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、ご来場の皆様に販売します。
展　示　10:00 ～13:30
投　票　10:30 ～11:30
表彰式　14:00 ～14:30
（出品農産物の販売は表彰式
  終了後となります）

主
問 実行委員会事務局（農政課）
℡ 04-7185-1111（内線 511）

あびこ農産物直売所あびこん所

我孫子市農業まつり第 34回

我孫子市我孫子新田 22-4
（お店は 9:30 ～17:00まで営業）
我孫子市農業まつり実行委員会

雨天実施
荒天中止

1115
日

9:45～15:00
雨天中止

雨天実施・荒天中止

その他、
◎無料配布コーナー（風船・ポップコーン等）
◎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（農薬希釈倍率表等）
◎ちばエコ農産物クイズコーナー
◎子どもお楽しみコーナー（輪投げ等）
◎飲食コーナー（話題のうなきち焼あります！）
など見所盛りだくさんです。

主

問 あびこ農産物直売所あびこん所

あびこん
新そばまつり

我孫子市我孫子新田 22-4
（お店は 9:30 ～17:00まで営業）
℡ 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（あびこ産は各日先着２００名のみ）を使って、
市内のそばうちグループがそばを打ちます。ざるそば・天ぷ
らそば・鴨南そば他（５００円～）・農家手作り加工品販売
※イベントチラシご持参の方は、おそば１品５０円割引あり

第 5回

問 同実行委員会・林℡ 04-7187-0333

主 我孫子市和太鼓祭り実行委員会、我孫子を元気にする会、我孫子市
協力：湖北台自治会連合会

湖北台中央公園所

東日本大震災復興で始まったこのお祭りも５回目を迎えます。
今年も市内を中心に活動する和太鼓サークルが一堂に会し、
熱気あふれた演奏を披露します。また、和太鼓の演奏だけで
なく、布佐中学校の「郷土芸能クラブ」の実演のほか、市内
の多数の店舗の出店や、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もあり、お祭りを盛り上げます！

鴨料理キャンペーン参加店が増えました！

ふるまい餅まき15：00 ～
苗木プレゼント15：20 頃～

1114
土

10:30～15:00

1115
日

我孫子市和太鼓まつり

松風庵
そば好きも唸るこだわりの製法
レトロな店内で５種のそばを堪能

ふじ野
鴨のロースとネギのベスト・マッチ
あったか鍋で寒い冬でもほっかほか！

ソバ玄
丹念に石臼で手挽いた極上のそば
ジューシーな鴨との相性も抜群

※詳細はアビシルベＨＰ内「鴨料理キャンペーン」で確認を！

鴨汁そば1500 円（税別） 鴨鍋1200 円（税別）２人前～（11月より翌年 2 月まで提供） 鴨つけそば 1100 円（税別）

我孫子市つくし野 7-16-6
℡ 04-7182-5202
定休：木曜日
営業時間：11:00 ～15:00、
　　　　　17:00 ～20:00
駐車場：4台

我孫子市我孫子 4-20-35
℡ 04-7182-1383
定休日：月・火曜日
　　　　（祝祭日は営業）
営業時間：11:30 ～15:00
　　　　（土日は17:00 ～20:00 も営業）
駐車場：4台

我孫子市柴崎台1-6-1
℡ 04-7184-6902
定休日：日曜日
  （祝祭日は気ままに開店）
営業時間：17:00 ～23:00
　　　　　　（L.O 22:30）
駐車場：4台
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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

あびこん 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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アビシルベ

松風庵

ソバ玄
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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
開催日専用電話 090-4368-3170／080-9282-5391

所

1031
土

11 1
日

9:30
～16:00

9:30
～15:00

1121
土

10:00～15:00

ジャパンバードフェスティバル
２０１5 ～人と鳥の共存をめざして～

１５回記念開催

今年１５回目の記念開催を迎えるジャパンバード
フェスティバル（Japan Bird Festival/ 略称：JBF）は、
千葉県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。
鳥や自然環境に関する研究・活動の発表、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。

観る、知る、触れる、鳥を楽しむ2日間。

我孫子市手賀沼周辺施設
（手賀沼親水広場、水の館、鳥の博物館、鳥博広場、山階鳥類研究所、アビスタ）

＜アクセス＞JR 我孫子駅南口よりJBF 会場巡回バスが運行されます。（１日乗り放題１００円小学生以下無料）
　　　　　  約１５～２０分間隔で我孫子駅～鳥博広場～アビスタ～我孫子駅を巡回運行します。

http://www.birdfesta.net/

■親子向けイベントとして、「うなきちさんの帽子を探せ！」も行います。
　（４ｋｍコース限定）お友達同士や親子での参加をお待ちしています！
■４ｋｍコースは、我孫子市内の見どころスポットをぐるっと巡ることが
　できる手軽なコース。

問

所

我孫子市健康づくり支援課℡04-7185-1126

手賀沼ふれあいウォーク
2015
1121
土

雨天実施
荒天中止

雨天決行

■時間・コース
①手賀沼一周コース（20km）午前 8 時 30 分から受付
②手賀沼半周コース（10km）午前 8 時 30 分から受付
③探偵ウォークコース（4km）午前 10 時 00 分から受付
■費用
18 歳未満　無料　※保険加入が必要なため、当日受付を行ってください。
18 歳以上　500 円（事前申し込み300 円）
※参加費の払い戻しはできません。
■申込方法
手賀沼ふれあいウオークのチラシ（市役所、各行政サービスセンター、
公民館、各近隣センター、市民体育館、保健センターに用意）を確認し、
郵便局に設置してある払込取扱票に所定事項を記入し、参加費と共に最
寄りの郵便局から申し込み。
※「受領証」を参加当日、受付にご提示ください。

手賀沼公園多目的広場 集合
※駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください。

◉午前９時３０分（探偵ウォークコースは午前１０時３０分）
　に出発式開始
◉出発式終了後随時スタート

◉午前９時３０分（探偵ウォークコースは午前１０時３０分）
　に出発式開始
◉出発式終了後随時スタート

＜１５回記念事業＞　
■両日　
◇海外７カ国からの出展
　リトアニア共和国、台湾、香港、モンゴル、ブルネイ、フィリピン、インドが JBF
２０１５へ出展します（鳥博広場会場・親水広場会場ステージ近く）。
　１０月３１日（土）１１：３０～１３：１０には、水の館３階研修室にて、参加各
国の野鳥や自然のスライドショーも行います。
◇出張・ことりカフェwith Birdstory
　小鳥を眺めながらカフェタイムをお過ごしいただける、人気の鳥カフェ「ことりカ
フェ」と、愛鳥家さんのためのコミュニティサイト「Birdstory」が、ＪＢＦ１５回
を記念して出張カフェを特別オープン！水の館１階エコロジーシアター（エントラ
ンス入ってすぐ左手前）へ癒されにお越しください。
■１０月３１日（土）
◇ＪＢＦ１５回記念鳥学講座スペシャルトークショー
　「研究最前線～今どうなってる？鳥と恐竜」
　１３：３０～１５：３０（開場１３：００）
　場所：我孫子市生涯学習センターアビスタ１階ホール
　定員：先着１５０名　※２階第１学習室で同時上映

＜人気事業＞
■１１月1日（日）
◇講演会（会場：手賀沼親水広場水の館 )
　テーマ：「フィールドガイド日本の野鳥」と谷口との交錯点
◇「鳥の博物館ゲストトーク」（会場：鳥の博物館）
　テーマ：「チョウゲンボウと十三崖の魅力」
◇「山階鳥研見にレクチャー７」（会場：山階鳥類研究所）
◇全日本鳥フォトコンテスト作品展（会場：手賀沼親水広場水の館）
◇第７３回企画展「飛んでる鳥展－飛翔型標本コレクション－」（会場：我孫子市鳥
の博物館）
◇バードウォッチング（会場：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。
〇船上バードウォッチング 時刻表（受付：手賀沼親水広場桟橋前）
　１０月３１日 ( 土 ) １０：３０ / １２：３０ / １４：３０
　１１月   １日 (日 ) １０：３０ / １２：３０ / １４：００　
　この季節には、３０種類程度の野鳥が観察できます。

◎農産物共進会
我孫子の農業者が丹精を込めて栽培した農産物が多数出品されます。
出品農産物について、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、ご来場の皆様に販売します。
展　示　10:00 ～13:30
投　票　10:30 ～11:30
表彰式　14:00 ～14:30
（出品農産物の販売は表彰式
  終了後となります）

主
問 実行委員会事務局（農政課）
℡ 04-7185-1111（内線 511）

あびこ農産物直売所あびこん所

我孫子市農業まつり第 34回

我孫子市我孫子新田 22-4
（お店は 9:30 ～17:00まで営業）
我孫子市農業まつり実行委員会

雨天実施
荒天中止

1115
日

9:45～15:00
雨天中止

雨天実施・荒天中止

その他、
◎無料配布コーナー（風船・ポップコーン等）
◎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（農薬希釈倍率表等）
◎ちばエコ農産物クイズコーナー
◎子どもお楽しみコーナー（輪投げ等）
◎飲食コーナー（話題のうなきち焼あります！）
など見所盛りだくさんです。

主

問 あびこ農産物直売所あびこん所

あびこん
新そばまつり

我孫子市我孫子新田 22-4
（お店は 9:30 ～17:00まで営業）
℡ 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（あびこ産は各日先着２００名のみ）を使って、
市内のそばうちグループがそばを打ちます。ざるそば・天ぷ
らそば・鴨南そば他（５００円～）・農家手作り加工品販売
※イベントチラシご持参の方は、おそば１品５０円割引あり

第 5回

問 同実行委員会・林℡ 04-7187-0333

主 我孫子市和太鼓祭り実行委員会、我孫子を元気にする会、我孫子市
協力：湖北台自治会連合会

湖北台中央公園所

東日本大震災復興で始まったこのお祭りも５回目を迎えます。
今年も市内を中心に活動する和太鼓サークルが一堂に会し、
熱気あふれた演奏を披露します。また、和太鼓の演奏だけで
なく、布佐中学校の「郷土芸能クラブ」の実演のほか、市内
の多数の店舗の出店や、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もあり、お祭りを盛り上げます！

鴨料理キャンペーン参加店が増えました！

ふるまい餅まき15：00 ～
苗木プレゼント15：20 頃～

1114
土

10:30～15:00

1115
日

我孫子市和太鼓まつり

松風庵
そば好きも唸るこだわりの製法
レトロな店内で５種のそばを堪能

ふじ野
鴨のロースとネギのベスト・マッチ
あったか鍋で寒い冬でもほっかほか！

ソバ玄
丹念に石臼で手挽いた極上のそば
ジューシーな鴨との相性も抜群

※詳細はアビシルベＨＰ内「鴨料理キャンペーン」で確認を！

鴨汁そば1500 円（税別） 鴨鍋1200 円（税別）２人前～（11月より翌年 2 月まで提供） 鴨つけそば 1100 円（税別）

我孫子市つくし野 7-16-6
℡ 04-7182-5202
定休：木曜日
営業時間：11:00 ～15:00、
　　　　　17:00 ～20:00
駐車場：4台

我孫子市我孫子 4-20-35
℡ 04-7182-1383
定休日：月・火曜日
　　　　（祝祭日は営業）
営業時間：11:30 ～15:00
　　　　（土日は17:00 ～20:00 も営業）
駐車場：4台

我孫子市柴崎台1-6-1
℡ 04-7184-6902
定休日：日曜日
  （祝祭日は気ままに開店）
営業時間：17:00 ～23:00
　　　　　　（L.O 22:30）
駐車場：4台



 
 

 
 

 

 

手賀沼のうなきちさん
〈おおばんバージョン〉

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！
18:00～18:00～

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

11月 20日 金11月 20日 金

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

10月19日（月）～11月2日（月）

ちょっと先取りJBF2015

11月13日（金）～11月19日（木）
我孫子市民文化祭
書道・華道PR展示

第一弾

11月21日（土）～11月26日（木）
我孫子市民文化祭
書道・華道PR展示

第二弾

各ブースをまわってポイントゲット！豪華景品が当たる抽選会に参加しよう！（無料）
◎市民歯科健診・親子歯科相談　◎スポーツ吹矢チャレンジ 2015
◎歩行年齢測定会　◎カイロプラクティック健康講座　◎ニュースポーツ体験
◎食と運動　◎身体測定コーナー　◎薬剤師による健康相談　◎足裏・肩こりほぐし
◎セントラルウェルネスクラブ親子ヨガ体験　◎親子で変身！ドクター・ナース服で記念撮影
◎折り紙で脳トレ＆リラクゼーション　◎ポールウォーキング　◎自分カルテ配布
◎健康づくり情報大公開 !コーナー
◎ミニステージ（バンド演奏、ダンス）（販売）◎うどん、パン等
※天候等により、一部内容を変更する場合もございます。　※受付時間が限られているブースもございます。

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

我孫子市生涯学習センター「アビスタ」所

健康フェア２０１5
健康フェアで「健康寿命を延ばすポイント」を学ぼう！

11 8
日

10:00～16:00
（受付 15:00まで）

JR 我孫子駅南口より南へ徒歩10 分の手賀沼公園内　我孫子市若松 26-4

「健康寿命」とは、「一生のうち、健康で日常の生活を支障なくおくることが
できる期間」をいいます。心も身体も健康に、生涯をとおして自立した生活
を送るためには、食生活、運動、歯と口腔内の健康づくり等、様々な分野か
らの取り組みが必要です。健康フェア２０１５では、医師会、歯科医師会、スポー
ツ吹矢協会等をはじめ、様々な団体が、健康に関して楽しみながら体験でき
るブースを出展します。親子で楽しめる企画も多数ありますので、是非ご家族
でご来場ください。

☆うなきちさんとチーバくん、
あびかちゃんも会場にきます！

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

休館日／月曜日（11月23日、1月11日を除く）、11月 24日、12 月 29日～1月3日
開館時間／9:00 ～16:30（入館は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 
3 館共通券（白樺文学館・鳥の博物館 入館料セット） 一般 600 円、高校・大学生 400 円 

期間／10月10日（土）～平成28年1月11日（月・祝）
杉村楚人冠記念館冬期企画展 企画展

「杉村楚人冠と柳田國男」

期間／10月30日（金）～平成28年2月21日（日）

「原田京平展～我孫子を詠んだ歌人～」
ともに我孫子市に縁があり、友人同士であっ
た二人の交流を振り返って、南方熊楠の神社
合祀反対、方言集発刊の取り組みなど、共通
の関心事についての書籍や、柳田國男の絵葉
書を展示します。

▲柳田國男の絵葉書（杉村家蔵）

講演会「柳田國男と布佐・布川」

日時：11月 21日（土）14:00 開演（13:30 開場）
場所：生涯学習センター「アビスタ」ホール
定員：100 名（予約不要、先着順）
参加費：無料
講師：小島瓔禮さん（琉球大学名誉教授）

企画展「杉村楚人冠と柳田國男」の開催に合わせ、柳田
のゆかりの地である布佐・布川と、柳田の民俗学とのつな
がりをテーマにした講演会を開催します。講師は柳田の教
えを直接受けた経験のある小島瓔禮さんです。

所 問 白樺文学館
我孫子市緑 2-11-8　℡ 04-7185-2192

休館日／月曜休館（月曜が休日の場合、次の平日）
開館時間／9:30～16:30
入館料／大人 300 円、高校・大学生 200 円、中学生以下無料、団体 20人以上 2割引
３館共通券（杉村楚人冠記念館・鳥の博物館 入館料セット）一般 600 円、高校・大学生 400 円

※臨時休館のお知らせ
10月27日（火）～29日（木）は
展示替えのため休館いたします。

白樺派が去った後、我孫子の文化空
間を引き継いだ人物、原田京平（恭平・
聚文・和周）。彼は画家として、歌人
としてこの我孫子で創作活動を展開
しました。今回は遺歌集『雲の流れ』
の中から我孫子を詠んだ短歌を中心
に歌人としての原田京平の魅力に迫り
ます。

遺歌集『雲の流れ』表紙（作画 硲伊之助）▶

よしゆき

鳥の祭典、JBF開催！鳥の祭典、JBF開催！

１５回記念開催 観る、知る、触れる、鳥を楽しむ2日間。

1031
土

11 1
日
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