
手賀沼のうなきちさん

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

9月 18日 金9月 18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
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「来て、見て、さわって、カヌー体験！」

「我孫子市書道連盟展」PR展示

9/20（日）～9/23（水）はカヌー教室

「アビストリーム」

「貝絵展示及び貝合わせ」

9/249/19 ～土 木

9/18 金

9/ 5～ 土

9/179/ 6 ～日

9/12 土

8/27 木

杉村楚人冠記念館ワークショップ作品展示
9/30～ 水9/ 1 火

木

（手賀沼のうなきちさん）

また、

会おうな〜

第３回 ９月１２日（土）

◉スタンプ設置場所 我孫子市…アビシルベ、あびこ農産物直売所あびこん、白樺文学館、鳥の博物館、
手賀沼親水広場  水の館、旧井上家住宅

印 西 市…印西市観光情報館、ぶらり川めぐり船発着所、厳島神社、松山下公園
柏　　市…かしわインフォメーションセンター、手賀沼フィッシングセンター、

道の駅しょうなん、満天の湯、手賀の丘公園、手賀の丘少年自然の家

9月1日（火）～ 12月1日（火）
４つのゾーンを３ヵ所以上まわり、ゾーン毎のスタンプを
３つ以上集めると、抽選で素敵な景品をプレゼント！

抽選で外れた方の中から、さらに抽選で１００名様に
「ダブルチャンス賞」としてキャラクターグッズが
当たります。

手賀沼のうなきちさん

我孫子市マスコットキャラクター

布佐地区キャラクター

印西市マスコットキャラクター

かしわインフォメーション
センター発
柏市PRキャラクター

ふさだ だしお

いんザイ君

おいでよ！カシワニ

問 柏市商工振興課℡04-7167-1141／我孫子市商業観光課℡04-7185-1475／印西市経済政策課℡0476-42-5111

◉台紙配布場所…スタンプ設置場所、各市公共施設
◉応募方法…スタンプポイントに設置してある応募 BOXに投函、または郵送（12月 8日消印有効）。

※一人一通に限る

時間／１８：００～２０：００
場所／けやきプラザ前広場（アビシルベ前）
内容／アコースティック・ライブ、大道芸、ダンスなどの発表
申込／アビシルベのホームページよりエントリーシートをダウン

ロードして提出してください。

「ライブ・オン・アビシルベ」

我孫子で我孫子で

竹
内
神
社
例
大
祭

ほくほくサンバ

天王台で楽しむおまつり＆グルメ

927
日

919
土

920
日

921
月

踊る！

担ぐ！

食べる！

踊る！

担ぐ！

食べる！

お　ど

か　つ

戦局が悪化の一途をたどる時期に、

メディアは国民の戦意高揚にどのように

使われていたのか。戦時下の昭和19 年

10月から昭和 20 年 3月に発行された

『アサヒグラフ』を見て、考えてみてください。 

戦後70 年・我孫子市平和都市宣言 30 年記念平和事業 

「戦時下のアサヒグラフ」

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

所 問鳥の博物館　2階企画展示室
我孫子市高野山２34-3
℡０４-７１８２-８５７８ 

鳥の博物館
℡０４-７１８５-２２１２

休館日／月曜日（9月21日は開館）、9月24日（木） 
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 

我孫子駅南口下車徒歩９分 
駐車場はありません 
※車イスご利用の方は事前に
　ご連絡ください 休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日） 

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・70 歳以上 無料 
3館共通券（白樺文学館・杉村楚人冠記念館 入館料セット） 一般 600円、高校・大学生400円 

◀『アサヒグラフ』
　昭和１９年１２月１３日号 

第 73回企画展

「飛んでる鳥
飛翔型標本コレクション」

9月12日（土）～ 12月6日（日）

期間／10月4日（日）まで
鳥の博物館が所蔵する標本のうち、
翼を広げて飛んでいる姿で製作した
標本およそ100点を一堂に展示し
ます。実際に野外で飛ぶ鳥の姿を
じっくり見るのはむずかしいことです
が、この企画展では鳥の飛ぶ姿を
標本でじっくり見ることができます。
ぜひご来館ください。

▲コミミズク
（鳥の博物館友の会：野口隆也さん撮影）

手賀沼・手賀川を巡る

http://www.abikoinfo.jp/

〜出演者募集〜〜出演者募集〜



利根川

東我孫子
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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

志賀直哉邸跡三樹荘跡

天神山緑地

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

旧
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川
別
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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
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村
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冠

記
念
館

近隣センター
ふさの風

北千葉導水
ビジターセンター

アビシルベ
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約 50店のフリーマーケットを集め湖北駅南口周辺で開催。
和太鼓によるオープニングからかわいい園児たちのパフォーマンス、
歌と踊りに続き、締めは12回目のサンバパレード。
街が踊る一日を「ほくほくサンバ」でお楽しみください。

約 50店のフリーマーケットを集め湖北駅南口周辺で開催。
和太鼓によるオープニングからかわいい園児たちのパフォーマンス、
歌と踊りに続き、締めは12回目のサンバパレード。
街が踊る一日を「ほくほくサンバ」でお楽しみください。

ほくほくサンバほくほくサンバ927
日

古木庵タニヤ℡04-7187-2639　ホリデーワン℡04-7187-3020問

場所／湖北駅南口周辺

※雨天中止

サンバパレード（第１部）14：00「湖北台団地」スタート～「ホリデーワン」まで

サンバパレード（第２部）15：00「湖北駅前居酒屋 “その子” 前」スタート～「カスミ」まで

おまつり
スタンプ
ラリー
対象

天王台ふれあい夏祭り 天王台地区市民まつり
　　　　　　　　＆盆踊り

天王台ふれあい夏祭り 天王台地区市民まつり
　　　　　　　　＆盆踊り

商店会員による飲食出店が年々充実！
子供にはゲームコーナーが大人気！

第二部の盆踊りは、時が過ぎるのを忘れて楽しめます。
16:50 からビンゴ大会を開催。

地域のつながりを大切にしたお祭りです !

商店会員による飲食出店が年々充実！
子供にはゲームコーナーが大人気！

第二部の盆踊りは、時が過ぎるのを忘れて楽しめます。
16:50 からビンゴ大会を開催。

地域のつながりを大切にしたお祭りです !

829
土

13:00 ～21:00

829
土

11:50 ～21:0011:50 ～21:00
雨天 8/30（日）雨天 8/30（日）雨天 8/30（日）雨天 8/30（日）

A B

C D

E F

天王台北口周辺
問 天王台ふれあい夏祭り実行委員会℡090-4851-4221

天王台西公園
問 伊藤さん℡04-7182-2954

今回で１４回目を迎える天王台ふれあい夏祭り。
日中からイベント盛りだくさん !
夜間は全長 350mの会場をバルーン型 LEDが美しく照らし出し、
昼とは違った味わいがあります。
子供から大人まで楽しめるお祭りです !

今回で１４回目を迎える天王台ふれあい夏祭り。
日中からイベント盛りだくさん !
夜間は全長 350mの会場をバルーン型 LEDが美しく照らし出し、
昼とは違った味わいがあります。
子供から大人まで楽しめるお祭りです !

おまつり
スタンプ
ラリー
対象

おまつり
スタンプ
ラリー
対象

Lupin

Lupin

▶日替わり「午後の
　サービスメニュー」
　￥550
▼白いカレー
　単品￥850

ルパン

営業時間：8:45 ～20:00
（午後のサービスメニュー14:30 ～）
定休日：日曜・祝日
お問合せ：℡04-7185-2160
駐車場：1台
住所：我孫子市柴崎台1-10-3-101

店内で喫煙できる昔ながらの “喫” 茶店。
たばこの販売も有。

開店３０周年。待ち合わせや、
一息つきたい時にオススメです。
お一人でも気軽に立ち寄れます !

開店３０周年。待ち合わせや、
一息つきたい時にオススメです。
お一人でも気軽に立ち寄れます !

「駅近で発見！ツウな大人が通う喫茶店」「駅近で発見！ツウな大人が通う喫茶店」
Pasta Mare

Pasta Mare

マーレ 「ここでしか食べられないパスタ
  なんと120 種 !」

パスタ専門店

▲季節のパスタ（桃と生ハム）￥1200

国内外の旅行先で仕入れた
食の知識を活かし
“オーナー自身が
食べたいパスタ “を提供。
美味しいが第一 !
テラス席はペットと一緒に
ご利用頂けます。

国内外の旅行先で仕入れた
食の知識を活かし
“オーナー自身が
食べたいパスタ” を提供。
美味しいが第一 !
テラス席はペットと一緒に
ご利用頂けます。

▼ランチセットC（梅シソ）￥1350季節によりパスタの
内容が変ります

営業時間：11:30～22:00（LO21:30）
　　　　　ランチ11:30~15:00
定休日：不定休
お問合せ：℡04-7182-2500
駐車場：無し
住所：我孫子市柴崎台 4-5-22 ｻﾝﾊｲﾂA-101

営業時間：ランチ11:30~15:00
　　　　　ディナー18:00~24:00
定休日：日曜ディナータイム
お問合せ：℡04-7185-0780
駐車場：無し
住所：我孫子市天王台1-23-23 龍照ビル2F

北海道産小麦「春よ恋」を使った
自家製ミートパイ￥580

北海道産チーズたっぷりの
ラクレット￥1500

北海道産小麦「春よ恋」を使った
自家製ミートパイ￥580

Cafe＆Dining

歩音

歩音

アルト「北海道産チーズたっぷり!
  スイス発祥の料理
  ラクレットが食べられるお店！」

「北海道産チーズたっぷり!
  スイス発祥の料理
  ラクレットが食べられるお店！」

ライブや生演奏が楽しめるカントリーな
雰囲気のお店。お洒落な小物が空間を
演出します。ラクレットはもちろん、
北海道産小麦使用の
自家製ミートパイもオススメです !

ライブや生演奏が楽しめるカントリーな
雰囲気のお店。お洒落な小物が空間を
演出します。ラクレットはもちろん、
北海道産小麦使用の
自家製ミートパイもオススメです !

北海道産チーズたっぷりの
ラクレット￥1500

▼具材どっさりのピザ￥1000 ～
　（テイクアウトもできます !）

woot woop

woot woop

ウートウープ「開店４年目！明るい店内で
食事やお茶が楽しめます！」
「開店４年目！明るい店内で
食事やお茶が楽しめます！」

ランチタイムは明るく賑わいがあり、
ディナータイムは落ち着いた雰囲気
を楽しめます。

人気の自家製ハンバーグやピザなど、
しっかりした食事を楽しめるのはもちろん、
店長の手作りのスイーツも好評です !
お茶を飲みながらゆっくりできます。

ランチタイムは明るく賑わいがあり、
ディナータイムは落ち着いた雰囲気
を楽しめます。

人気の自家製ハンバーグやピザなど、
しっかりした食事を楽しめるのはもちろん、
店長の手作りのスイーツも好評です !
お茶を飲みながらゆっくりできます。

営業時間：ランチ11:00~14:00
　　　　　ティー14:00~17:00
　　　　　ディナー17:00~21:00
定休日：火曜
お問合せ：℡04-7170-1898
駐車場：5台
住所：我孫子市天王台 4-7-1 T・S第一マンション1F

◀モダンな雰囲気の広々とした店内。
　お子様連れも大歓迎です！

天王台
 で楽しむ おまつり

　＆グルメ！
おまつり
　＆グルメ！

天王台駅

A
D

C

EF B
天王台西公園

北口

交

コンビニ南口

主 申 問 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」℡ 04-7100-0014 問 代表 小山℡ 090-8747-4547

9:15 集合
正午頃現地解散

手賀沼カヌー体験
＆鳥の博物館見学ツアー
手賀沼カヌー体験
＆鳥の博物館見学ツアー

927
日

919
土

920
日

921
月

初心者向けの、カヌー体験教室です。
カヌーに乗って湖上から見る手賀沼は最高！
夏の思い出に、カヌーに挑戦してみよう！
カヌー体験（所要時間：約1時間）の後は、
日本で唯一の鳥専門の博物館である
「我孫子市鳥の博物館」を見学します。

初心者向けの、カヌー体験教室です。
カヌーに乗って湖上から見る手賀沼は最高！
夏の思い出に、カヌーに挑戦してみよう！
カヌー体験（所要時間：約1時間）の後は、
日本で唯一の鳥専門の博物館である
「我孫子市鳥の博物館」を見学します。

募集人数・対象：小学校４年生以上、９人
　　　　　　　　※小学生のお子様は保護者同伴
集合場所：手賀沼親水広場  水の館１F玄関前
　　　　　（我孫子市高野山新田193）
費用：大人1,000 円、高校生 700 円、
　　　中学生以下500 円
　　　鳥の博物館入館料、保険料込、我孫子のお土産付き
　　　（同伴の保護者：鳥の博物館入館料300 円のみ）
募集方法：※下記まで電話または直接来館にて
　　　　　　お申し込みください。
申込締切：平成２７年９月１０日（木）
（申込み多数の場合は、抽選のうえ９月１２日（土）までにご連絡致します）

募集人数・対象：小学校４年生以上、９人
　　　　　　　　※小学生のお子様は保護者同伴
集合場所：手賀沼親水広場  水の館１F玄関前
　　　　　（我孫子市高野山新田193）
費用：大人1,000 円、高校生 700 円、
　　　中学生以下500 円
　　　鳥の博物館入館料、保険料込、我孫子のお土産付き
　　　（同伴の保護者：鳥の博物館入館料300 円のみ）
募集方法：※下記まで電話または直接来館にて
　　　　　　お申し込みください。
申込締切：平成２７年９月１０日（木）
（申込み多数の場合は、抽選のうえ９月１２日（土）までにご連絡致します）

所布佐・竹内神社周辺

竹内神社の祭礼は、享保年間
（1716 ～1735）に発祥した
伝統ある祭りです。
大人みこし１基、子どもみこし
５基、山車 5基が繰り出し、
山車の上ではお囃子を披露。
郷土芸能クラブの演舞もあります。

竹内神社の祭礼は、享保年間
（1716 ～1735）に発祥した
伝統ある祭りです。
大人みこし１基、子どもみこし
５基、山車 5基が繰り出し、
山車の上ではお囃子を披露。
郷土芸能クラブの演舞もあります。

竹内神社例大祭竹内神社例大祭

当番町：大和町

スケジュール： 19日（土） １０:００～御神輿渡御式典【竹内神社】
  １１:３０～渡御開始
 20日（日）９:３０～２１:００　山車の運行
  １９:３０～五町山車の競演【大和町・御仮屋前】
 21日（月） １１:００～御神輿渡御式典【大和町・御仮屋前】
  １９:３０～五町山車の競演【ナリタヤ駐車場】

マツモトキヨシ

Lupin

Pasta Mare天王台ふれあい
夏祭り会場

天王台地区
市民まつり会場

歩音woot woop



利根川

東我孫子

↑
取
手

←柏

湖 北

新 木

布
 佐

356

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

志賀直哉邸跡三樹荘跡

天神山緑地

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

旧
村
川
別
荘

天王台
我孫子

白
樺
文
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

近隣センター
ふさの風

北千葉導水
ビジターセンター

アビシルベ
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約 50店のフリーマーケットを集め湖北駅南口周辺で開催。
和太鼓によるオープニングからかわいい園児たちのパフォーマンス、
歌と踊りに続き、締めは12回目のサンバパレード。
街が踊る一日を「ほくほくサンバ」でお楽しみください。

約 50店のフリーマーケットを集め湖北駅南口周辺で開催。
和太鼓によるオープニングからかわいい園児たちのパフォーマンス、
歌と踊りに続き、締めは12回目のサンバパレード。
街が踊る一日を「ほくほくサンバ」でお楽しみください。

ほくほくサンバほくほくサンバ927
日

古木庵タニヤ℡04-7187-2639　ホリデーワン℡04-7187-3020問

場所／湖北駅南口周辺

※雨天中止

サンバパレード（第１部）14：00「湖北台団地」スタート～「ホリデーワン」まで

サンバパレード（第２部）15：00「湖北駅前居酒屋 “その子” 前」スタート～「カスミ」まで

おまつり
スタンプ
ラリー
対象

天王台ふれあい夏祭り 天王台地区市民まつり
　　　　　　　　＆盆踊り

天王台ふれあい夏祭り 天王台地区市民まつり
　　　　　　　　＆盆踊り

商店会員による飲食出店が年々充実！
子供にはゲームコーナーが大人気！

第二部の盆踊りは、時が過ぎるのを忘れて楽しめます。
16:50 からビンゴ大会を開催。

地域のつながりを大切にしたお祭りです !

商店会員による飲食出店が年々充実！
子供にはゲームコーナーが大人気！

第二部の盆踊りは、時が過ぎるのを忘れて楽しめます。
16:50 からビンゴ大会を開催。

地域のつながりを大切にしたお祭りです !

829
土

13:00 ～21:00

829
土

11:50 ～21:0011:50 ～21:00
雨天 8/30（日）雨天 8/30（日）雨天 8/30（日）雨天 8/30（日）

A B

C D

E F

天王台北口周辺
問 天王台ふれあい夏祭り実行委員会℡090-4851-4221

天王台西公園
問 伊藤さん℡04-7182-2954

今回で１４回目を迎える天王台ふれあい夏祭り。
日中からイベント盛りだくさん !
夜間は全長 350mの会場をバルーン型 LEDが美しく照らし出し、
昼とは違った味わいがあります。
子供から大人まで楽しめるお祭りです !

今回で１４回目を迎える天王台ふれあい夏祭り。
日中からイベント盛りだくさん !
夜間は全長 350mの会場をバルーン型 LEDが美しく照らし出し、
昼とは違った味わいがあります。
子供から大人まで楽しめるお祭りです !

おまつり
スタンプ
ラリー
対象

おまつり
スタンプ
ラリー
対象

Lupin

Lupin

▶日替わり「午後の
　サービスメニュー」
　￥550
▼白いカレー
　単品￥850

ルパン

営業時間：8:45 ～20:00
（午後のサービスメニュー14:30 ～）
定休日：日曜・祝日
お問合せ：℡04-7185-2160
駐車場：1台
住所：我孫子市柴崎台1-10-3-101

店内で喫煙できる昔ながらの “喫” 茶店。
たばこの販売も有。

開店３０周年。待ち合わせや、
一息つきたい時にオススメです。
お一人でも気軽に立ち寄れます !

開店３０周年。待ち合わせや、
一息つきたい時にオススメです。
お一人でも気軽に立ち寄れます !

「駅近で発見！ツウな大人が通う喫茶店」「駅近で発見！ツウな大人が通う喫茶店」
Pasta Mare

Pasta Mare

マーレ 「ここでしか食べられないパスタ
  なんと120 種 !」

パスタ専門店

▲季節のパスタ（桃と生ハム）￥1200

国内外の旅行先で仕入れた
食の知識を活かし
“オーナー自身が
食べたいパスタ “を提供。
美味しいが第一 !
テラス席はペットと一緒に
ご利用頂けます。

国内外の旅行先で仕入れた
食の知識を活かし
“オーナー自身が
食べたいパスタ” を提供。
美味しいが第一 !
テラス席はペットと一緒に
ご利用頂けます。

▼ランチセットC（梅シソ）￥1350季節によりパスタの
内容が変ります

営業時間：11:30～22:00（LO21:30）
　　　　　ランチ11:30~15:00
定休日：不定休
お問合せ：℡04-7182-2500
駐車場：無し
住所：我孫子市柴崎台 4-5-22 ｻﾝﾊｲﾂA-101

営業時間：ランチ11:30~15:00
　　　　　ディナー18:00~24:00
定休日：日曜ディナータイム
お問合せ：℡04-7185-0780
駐車場：無し
住所：我孫子市天王台1-23-23 龍照ビル2F

北海道産小麦「春よ恋」を使った
自家製ミートパイ￥580

北海道産チーズたっぷりの
ラクレット￥1500

北海道産小麦「春よ恋」を使った
自家製ミートパイ￥580

Cafe＆Dining

歩音

歩音

アルト「北海道産チーズたっぷり!
  スイス発祥の料理
  ラクレットが食べられるお店！」

「北海道産チーズたっぷり!
  スイス発祥の料理
  ラクレットが食べられるお店！」

ライブや生演奏が楽しめるカントリーな
雰囲気のお店。お洒落な小物が空間を
演出します。ラクレットはもちろん、
北海道産小麦使用の
自家製ミートパイもオススメです !

ライブや生演奏が楽しめるカントリーな
雰囲気のお店。お洒落な小物が空間を
演出します。ラクレットはもちろん、
北海道産小麦使用の
自家製ミートパイもオススメです !

北海道産チーズたっぷりの
ラクレット￥1500

▼具材どっさりのピザ￥1000 ～
　（テイクアウトもできます !）

woot woop

woot woop

ウートウープ「開店４年目！明るい店内で
食事やお茶が楽しめます！」
「開店４年目！明るい店内で
食事やお茶が楽しめます！」

ランチタイムは明るく賑わいがあり、
ディナータイムは落ち着いた雰囲気
を楽しめます。

人気の自家製ハンバーグやピザなど、
しっかりした食事を楽しめるのはもちろん、
店長の手作りのスイーツも好評です !
お茶を飲みながらゆっくりできます。

ランチタイムは明るく賑わいがあり、
ディナータイムは落ち着いた雰囲気
を楽しめます。

人気の自家製ハンバーグやピザなど、
しっかりした食事を楽しめるのはもちろん、
店長の手作りのスイーツも好評です !
お茶を飲みながらゆっくりできます。

営業時間：ランチ11:00~14:00
　　　　　ティー14:00~17:00
　　　　　ディナー17:00~21:00
定休日：火曜
お問合せ：℡04-7170-1898
駐車場：5台
住所：我孫子市天王台 4-7-1 T・S第一マンション1F

◀モダンな雰囲気の広々とした店内。
　お子様連れも大歓迎です！

天王台
 で楽しむ おまつり

　＆グルメ！
おまつり
　＆グルメ！

天王台駅

A
D

C

EF B
天王台西公園

北口

交

コンビニ南口

主 申 問 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」℡ 04-7100-0014 問 代表 小山℡ 090-8747-4547

9:15 集合
正午頃現地解散

手賀沼カヌー体験
＆鳥の博物館見学ツアー
手賀沼カヌー体験
＆鳥の博物館見学ツアー

927
日

919
土

920
日

921
月

初心者向けの、カヌー体験教室です。
カヌーに乗って湖上から見る手賀沼は最高！
夏の思い出に、カヌーに挑戦してみよう！
カヌー体験（所要時間：約1時間）の後は、
日本で唯一の鳥専門の博物館である
「我孫子市鳥の博物館」を見学します。

初心者向けの、カヌー体験教室です。
カヌーに乗って湖上から見る手賀沼は最高！
夏の思い出に、カヌーに挑戦してみよう！
カヌー体験（所要時間：約1時間）の後は、
日本で唯一の鳥専門の博物館である
「我孫子市鳥の博物館」を見学します。

募集人数・対象：小学校４年生以上、９人
　　　　　　　　※小学生のお子様は保護者同伴
集合場所：手賀沼親水広場  水の館１F玄関前
　　　　　（我孫子市高野山新田193）
費用：大人1,000 円、高校生 700 円、
　　　中学生以下500 円
　　　鳥の博物館入館料、保険料込、我孫子のお土産付き
　　　（同伴の保護者：鳥の博物館入館料300 円のみ）
募集方法：※下記まで電話または直接来館にて
　　　　　　お申し込みください。
申込締切：平成２７年９月１０日（木）
（申込み多数の場合は、抽選のうえ９月１２日（土）までにご連絡致します）

募集人数・対象：小学校４年生以上、９人
　　　　　　　　※小学生のお子様は保護者同伴
集合場所：手賀沼親水広場  水の館１F玄関前
　　　　　（我孫子市高野山新田193）
費用：大人1,000 円、高校生 700 円、
　　　中学生以下500 円
　　　鳥の博物館入館料、保険料込、我孫子のお土産付き
　　　（同伴の保護者：鳥の博物館入館料300 円のみ）
募集方法：※下記まで電話または直接来館にて
　　　　　　お申し込みください。
申込締切：平成２７年９月１０日（木）
（申込み多数の場合は、抽選のうえ９月１２日（土）までにご連絡致します）

所布佐・竹内神社周辺

竹内神社の祭礼は、享保年間
（1716 ～1735）に発祥した
伝統ある祭りです。
大人みこし１基、子どもみこし
５基、山車 5基が繰り出し、
山車の上ではお囃子を披露。
郷土芸能クラブの演舞もあります。

竹内神社の祭礼は、享保年間
（1716 ～1735）に発祥した
伝統ある祭りです。
大人みこし１基、子どもみこし
５基、山車 5基が繰り出し、
山車の上ではお囃子を披露。
郷土芸能クラブの演舞もあります。

竹内神社例大祭竹内神社例大祭

当番町：大和町

スケジュール： 19日（土） １０:００～御神輿渡御式典【竹内神社】
  １１:３０～渡御開始
 20日（日）９:３０～２１:００　山車の運行
  １９:３０～五町山車の競演【大和町・御仮屋前】
 21日（月） １１:００～御神輿渡御式典【大和町・御仮屋前】
  １９:３０～五町山車の競演【ナリタヤ駐車場】

マツモトキヨシ

Lupin

Pasta Mare天王台ふれあい
夏祭り会場

天王台地区
市民まつり会場

歩音woot woop



手賀沼のうなきちさん

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

9月 18日 金9月 18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

ア
ビ
シ
ル
ベ
月
間
予
定
「来て、見て、さわって、カヌー体験！」

「我孫子市書道連盟展」PR展示

9/20（日）～9/23（水）はカヌー教室

「アビストリーム」

「貝絵展示及び貝合わせ」

9/249/19 ～土 木

9/18 金

9/ 5～ 土

9/179/ 6 ～日

9/12 土

8/27 木

杉村楚人冠記念館ワークショップ作品展示
9/30～ 水9/ 1 火

木

（手賀沼のうなきちさん）

また、

会おうな〜

第３回 ９月１２日（土）

◉スタンプ設置場所 我孫子市…アビシルベ、あびこ農産物直売所あびこん、白樺文学館、鳥の博物館、
手賀沼親水広場  水の館、旧井上家住宅

印 西 市…印西市観光情報館、ぶらり川めぐり船発着所、厳島神社、松山下公園
柏　　市…かしわインフォメーションセンター、手賀沼フィッシングセンター、

道の駅しょうなん、満天の湯、手賀の丘公園、手賀の丘少年自然の家

9月1日（火）～ 12月1日（火）
４つのゾーンを３ヵ所以上まわり、ゾーン毎のスタンプを
３つ以上集めると、抽選で素敵な景品をプレゼント！

抽選で外れた方の中から、さらに抽選で１００名様に
「ダブルチャンス賞」としてキャラクターグッズが
当たります。

手賀沼のうなきちさん

我孫子市マスコットキャラクター

布佐地区キャラクター

印西市マスコットキャラクター

かしわインフォメーション
センター発
柏市PRキャラクター

ふさだ だしお

いんザイ君

おいでよ！カシワニ

問 柏市商工振興課℡04-7167-1141／我孫子市商業観光課℡04-7185-1475／印西市経済政策課℡0476-42-5111

◉台紙配布場所…スタンプ設置場所、各市公共施設
◉応募方法…スタンプポイントに設置してある応募 BOXに投函、または郵送（12月 8日消印有効）。

※一人一通に限る

時間／１８：００～２０：００
場所／けやきプラザ前広場（アビシルベ前）
内容／アコースティック・ライブ、大道芸、ダンスなどの発表
申込／アビシルベのホームページよりエントリーシートをダウン

ロードして提出してください。

「ライブ・オン・アビシルベ」

我孫子で我孫子で

竹
内
神
社
例
大
祭

ほくほくサンバ

天王台で楽しむおまつり＆グルメ

927
日

919
土

920
日

921
月

踊る！

担ぐ！

食べる！

踊る！

担ぐ！

食べる！

お　ど

か　つ

戦局が悪化の一途をたどる時期に、

メディアは国民の戦意高揚にどのように

使われていたのか。戦時下の昭和19 年

10月から昭和 20 年 3月に発行された

『アサヒグラフ』を見て、考えてみてください。 

戦後70 年・我孫子市平和都市宣言 30 年記念平和事業 

「戦時下のアサヒグラフ」

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

所 問鳥の博物館　2階企画展示室
我孫子市高野山２34-3
℡０４-７１８２-８５７８ 

鳥の博物館
℡０４-７１８５-２２１２

休館日／月曜日（9月21日は開館）、9月24日（木） 
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 

我孫子駅南口下車徒歩９分 
駐車場はありません 
※車イスご利用の方は事前に
　ご連絡ください 休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日） 

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・70 歳以上 無料 
3館共通券（白樺文学館・杉村楚人冠記念館 入館料セット） 一般 600円、高校・大学生400円 

◀『アサヒグラフ』
　昭和１９年１２月１３日号 

第 73回企画展

「飛んでる鳥
飛翔型標本コレクション」

9月12日（土）～ 12月6日（日）

期間／10月4日（日）まで
鳥の博物館が所蔵する標本のうち、
翼を広げて飛んでいる姿で製作した
標本およそ100点を一堂に展示し
ます。実際に野外で飛ぶ鳥の姿を
じっくり見るのはむずかしいことです
が、この企画展では鳥の飛ぶ姿を
標本でじっくり見ることができます。
ぜひご来館ください。

▲コミミズク
（鳥の博物館友の会：野口隆也さん撮影）

手賀沼・手賀川を巡る

http://www.abikoinfo.jp/

〜出演者募集〜〜出演者募集〜


