
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
〒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　開館時間／9:00～18:00　金・土・休前日は～20:00

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

公開生放送！
18:00～18:00～

5 15
金

http://www.ustream.tv/channel/abistreamhttp://www.ustream.tv/channel/abistream
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手賀沼のうなきちさん

〈端午の節句バージョン〉

今月も楽しいイベントが盛りだくさん！！今月も楽しいイベントが盛りだくさん！！

アビシルベまつり 布佐新緑まつり あびこ福祉まつり
我孫子アートな散歩市

Enjoy 手賀沼！

アビシルベまつり 布佐新緑まつり あびこ福祉まつり
我孫子アートな散歩市

Enjoy 手賀沼！

ふれあいキャンプ場

手賀沼ボート乗り場

水生植物園

おすすめ！
アウトドアスポット特集

おすすめ！
アウトドアスポット特集

10：00 ～  我孫子吹奏楽団

10：40 ～ ゆるキャラ大集合

11：00 ～ セントラルあびっこチアーズ& あびっこキッズダンサーズ

11：30 ～ Y.O  DANCE  STUDIO（１回目）

12：05 ～ 水森 由菜

12：25 ～ Y.O  DANCE  STUDIO（2回目）

13：00 ～ 三令‐mirei‐

13：30 ～ 手賀沼ジュン

14：10 ～ ♪鳥くん ＆ The  PIPITZ

14：50 ～ ゆるキャラじゃんけん大会（参加賞あり）

◉10:00～  ◉先着 500 名  ◉参加費無料  ◉受付：本部（アビシルベ横）

☆駅長服を着てみよう！☆駅長服を着てみよう
◉対象・定員／小学生以下、当日先着順◉参加費無料
協力／JR東日本 我孫子駅
※まつなしくん登場予定時間 ①12:00～ ②12:45～（各回15分）

◉対象・定員／小学生以上、予約先着順　◉参加費無料

☆出張アビシルベ

☆ソープカービング体験

我孫子駅

国道356号

南口

・ ・
・ ・

けやきプラザ

アビシルベまつり会場アビシルベまつり会場アビシルベアビシルベ

アビシルベまつりアビシルベまつりアビシルベまつり第6回第6回第6回
4 29
水・祝

けやきプラザ広場

アビイクオーレ会場

祝！上野東京ライン開業！

10:00～15:00 けやきプラザ広場、アビイクオーレ、アビシルベ
アビシルベ TEL.04-7100-0014

当日、会場周辺道路の一部が通行止めとなります。

※雨天実施（内容に一部変更あり）

優勝：千葉県有名テーマパークペアチケット
※出演時間は、イベントの進行状況により多少前後する場合があります。

ご当地グルメ大集合！

ステージイベント 我孫子クイズラリー

問
所

優勝：千葉県有名テーマパークペアチケット

２　等：ふるさと産品詰合せ…５本
３　等：手賀沼のうなきちさん
　　　　フェイスタオル＆マグカップセット…１０本
４　等：我孫子の美味しいお土産各種…４５本
参加賞：お菓子

豪華景品が当たる大抽選会開催！

１ 等：千葉県有名テーマパーク
　　　  ペアチケット…２本
１ 等：千葉県有名テーマパーク
　　　  ペアチケット…２本

●講師「Carving Lily」すずきかずえ

我孫子の観光情報がいっぱい！
クイズラリーのヒントはここでゲットしよう！

～我孫子で話題のグルメが勢ぞろい！～
● 川村学園女子大学の学生が開発「トマトジャム」「グリーントマトソース」などを限定発売
● 「ふるさと産品」に新しく加わった「唐揚げそば（弥生軒）」、「あびこパイ（千葉とみい）」や、
「うなきちのバーガー」（限定100個）、「うなぎおにぎり」、日光「四代目徳次郎」の天然氷の
かき氷（吉岡茶房）などの販売
● コッコパン、ハリオン（インドカレー）、喜久屋秀峰（和菓子）、BRAT（マラサダドーナツ）など
市内の人気店が出店！

● 宮城県石巻市「金華さば味噌煮缶詰」などの販売
● 軽喫茶ぽぽら（けやきプラザ１階）ランチご注文の方（先着30名）にアイスクリームのサービス

主催：我孫子インフォメーションセンター　指定管理者（株）エヌケイサービス　後援：我孫子市／我孫子市商工会
協賛：コカ・コーライーストジャパン（株）／日本マクドナルド（株）我孫子駅前店／ホテルマークワン（株）／（株）五味商店
／（株）富井／（名）弥生軒／コーヒークラブエムズカンパニー／アビコ西武観光（株）／インド・ネパールレストラン ハリオン
／（株）風土食房／ 富桝旅館／やまつね食品（株）／（有）福一／（株）アビニヨン／（株）みやま食品工業／（有）松山／（有）マエダ印刷

沿線からゆるキャラたちがやってくる
◎登場予定ゆるキャラ
手賀沼のうなきちさん、ふさだだしお、あびかちゃん（我孫子市）

トトリ（取手市）カシワ二（かしわインフォメーションセンター）

松戸さん（松戸中央ライオンズクラブ）いんザイ君（印西市）

ビュー坊（足立区）チーバくん（千葉県）ふっかちゃん（埼玉県深谷市）

まつなしくん（JR 東日本松戸地区） 《ゆるキャラグランプリ2014》準グランプリ ◉消防車のみ12:00まで

白バイ、パトカー、消防車の体験乗車白バイ、パトカー、消防車の体験乗車

アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

5/1金 ～ 5/7 木 端午の節句折り紙展
初日は 11 時から、最終日は 14 時まで

最終日は 16 時まで
5/8金 ～ 5/14 木 『第１５回我孫子アートな散歩市』総合案内会場

ア
ビ
シ
ル
ベ
月
間
予
定 初日は正午から、最終日は正午まで

5/15金 ～ 6/5 金 アロハフェスタinアビコ2015　PR 展示
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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

アビシルベ

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
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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

子
之
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大
黒
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けやきプラザ

近隣センター
ふさの風

水生植物園
北千葉導水
ビジターセンター

布佐新緑まつり会場

E5 系ミニ新幹線はやぶさ
（JR 東日本商品化許諾済）

※入場無料

32
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場所：アビシルベ、けやきプラザ、千葉銀行、アビイクオーレ、
　　　杉村楚人冠邸園、志賀直哉邸跡、子の神緑地、旧村川別荘、
　　　手賀沼公園、天神山緑地など
内容：かつて文人たちに愛された我孫子を散歩しながら、手づくりの
　　　工芸、美術品（陶芸・彫刻・絵画など）の展示・販売会場を
　　　廻ります。音楽・舞踊の発表もあります。
総合案内所：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：9：30 ～16：30
休館日：月曜休館（祝日の場合次の平日）
入館料　一般 300 円／高校・大学生 200 円／
　　　　中学生以下無料／ 70 歳以上無料　
※３館共通券（杉村楚人冠記念館・白樺文学館
　　　　　　　の入館料がセットで割引）
　　　　一般 600 円／高校・大学生 400 円

510
日

同日開催

20152015

行ってみようかい
行ってみようかい
行ってみようかい

て　が　ぬ　まて　が　ぬ　ま

手賀沼手賀沼

Enjoy 手賀沼！ は、風薫る５月の第２日曜に
一人ひとりが手賀沼とのかかわりを
感じながら楽しく一日を過ごす
イベントです。

問 我孫子市 手賀沼課
TEL.04-7185-1111（内 467）

主 Enjoy 手賀沼！実行委員会

9:00～15:30（雨天実施）
所
時
手賀沼親水広場

両会場間の移動には〈阪東バス〉〈水上バス〉を利用できます。

おすすめ！アウトドアスポット特集おすすめ！アウトドアスポット特集

・申請方法：教育委員会（平日）またはキャンプ場（土・日・祝）において申請。
（使用日の３日前まで）

・利用料金：【１サイト（10人まで）あたり】
　デイキャンプ ：市内在住、在勤、在学 240 円 、市外 480 円 
宿泊キャンプ（午後２時から使用）：市内在住・在勤・在学 700 円 、市外1,400 円 
宿泊キャンプ（午前10時から使用）：市内在住・在勤・在学800円、市外1,600円

★管理人勤務日（おもに土・日・祝日）は、キャンプ場利用者に無料で調理器具等の
　貸出を行っています。（当日現地で受付）
・定員：１２０人

ボートセンター小池
我孫子市我孫子新田 25-1
（JR 我孫子駅徒歩12 分）
℡ 04-7184-7117

湖上園
我孫子市我孫子新田 20
（JR 我孫子駅徒歩12 分）
℡ 04-7185-5300
※無料駐車場あり
（大型バス駐車可）
☆釣り堀も併設

湖上園
我孫子市我孫子新田 20
（JR 我孫子駅徒歩12 分）
℡ 04-7185-5300
※無料駐車場あり
（大型バス駐車可）
☆釣り堀も併設

手賀沼の小池
我孫子市我孫子新田 22-7-21
（JR 我孫子駅徒歩14分）
℡ 04-7182-1015
※無料駐車場あり（大型バス駐車可）
☆1級・2 級ボート免許教室、手賀沼教習所

手こぎボートやスワンサイクル、
釣り船や貸切遊覧船（予約制）
などがあります。

手こぎボートやスワンサイクル、
釣り船や貸切遊覧船（予約制）
などがあります。

・料金：2周 200 円 ( 座席使用分 )
　※11枚 2000 円の回数券を乗り場で販売
　※こどもの日（5月5日）と
　　県民の日（6月15日）は無料
・営業日：土曜日、日曜日、祝日・ 公立小・中学校の
　　　　   春休み・夏休み期間（この期間は月曜休業）
　※雨天・荒天時及び12 月1日～翌年 3月19日頃は休業
・営業時間：4月～ 9月　9：30 ～17：00
　　　　　 10月、11月、3月　10：00 ～16：00
　※正午から１３時までは、整備のため運休
・駐車場：50 台あり（利用時間 8：30 ～21：30）
　※最初の１時間は無料、その後１時間ごとに100 円

問 我孫子市役所 商業観光課 TEL.04-7185-1475

所 我孫子市岡発戸1395
ＪＲ成田線湖北駅南口下車「外回り」表示のバスで湖北台６丁目下車、西へ約１㎞
ＪＲ天王台駅南口下車「外回り湖北台駅行き」のバスで湖北台６丁目下車、西へ約１㎞

所 我孫子市古戸696
市民体育館より徒歩2０分

我孫子市高野山新田１００番地
ＪＲ我孫子駅または天王台駅から阪東バス
平日は「市役所」下車徒歩15分、土・日・祝は「水生植物園入口」下車すぐ
※駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

我孫子市高野山新田１００番地
ＪＲ我孫子駅または天王台駅から阪東バス
平日は「市役所」下車徒歩15分、土・日・祝は「水生植物園入口」下車すぐ
※駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

問 我孫子市教育委員会℡ 04-7185-1604

問 我孫子市民体育館
℡ 04-7187-1155

所 JR 我孫子駅南口徒歩１０分

問 我孫子市シルバー人材センター
℡ 04-7188-2204（平日）
℡ 090-4520-3603（営業日）

おまつりスタンプラリーおまつりスタンプラリー

　　おまつり名 　　　会場 　　  実施日 　　予備日
布佐新緑まつり 布佐駅東口駅前通り ５月３日（日・祝） ５月４日（月・祝）
ほくほく北まつり 湖北駅北口駅前広場 ８月２日（日） 無し
あびこカッパまつり 我孫子駅南口周辺 ８月２２日（土） ８月２３日（日）
天王台ふれあい夏祭り 天王台北口道路 ８月２９日（土） ８月３０日（日）
天王台地区市民まつり 天王台西公園 ８月２９日（土） ８月３０日（日）
ほくほくサンバ 湖北駅南口周辺 ９月２７日（日） 無し
我孫子地区市民まつり けやきプラザ広場 １０月３日（土） 無し

アビスタ広場
北口ふれあい広場

我孫子市産業まつり 湖北台中央公園 １０月１８日（日） 無し
布佐もみじまつり 布佐駅東口駅前通り １０月２４日（土） １０月２５日（日）

対象のおまつり３つ以上、２地区以上周るとうなきち賞として
５万円分の旅行券のほか市内のお店が協賛する豪華商品が当たります。

応募期限：布佐もみじまつり開催日正午まで
応募方法：応募用紙に氏名・住所・連絡先・年齢・性別を明記し、各おまつり会場に設置
　　　　　した応募用ポストに投函。
応募受付：各おまつり会場（おまつり開催時間内に限る）
抽　　選：布佐もみじまつりで公開抽選会を行い、当選者には後日当選ハガキを送付します。

5 3
日・祝

布佐新緑まつり布佐新緑まつり

10:00～16:00
※雨天時 4日（月・祝）

問 布佐新緑まつり実行委員会TEL.04-7189-2693
所布佐駅東口駅前通り（JR 布佐駅徒歩約 3分）

地元商店の出店、フリーマーケット、

 子どもの遊び広場、地元中学校の

  吹奏楽演奏、カッパ音頭の行進など。

   消防車やパトカー、白バイの展示も

     行います！

緑豊かな五本松公園に隣接した手賀沼を望む高台にあり、
テントサイト・多目的広場・炊事棟・ファイヤーサークル・
水洗トイレなどが完備されています。

ふれあいキャンプ場

オフロード自転車コース ミニＳＬ（あゆみの郷鉄道）

手賀沼ボート乗り場

水生植物園

問 我孫子市役所 商業観光課℡ 04-7185-1475我孫子市役所 商業観光課℡ 04-7185-1475

所

5月上旬には１００ｍに及ぶ藤棚に藤の花が咲き誇ります。5月上旬には１００ｍに及ぶ藤棚に藤の花が咲き誇ります。

利根川の河川敷、自然がいっぱいの「利根川ゆうゆう公園」の
中にあります。練習広場（１本橋とデコボコ道）、初級コース
（130ｍ）、上級コース（360ｍ）で、
全周 490ｍのコースには、ジャンプ台やバンクがあります。

利根川の河川敷、自然がいっぱいの「利根川ゆうゆう公園」の
中にあります。練習広場（１本橋とデコボコ道）、初級コース
（130ｍ）、上級コース（360ｍ）で、
全周 490ｍのコースには、ジャンプ台やバンクがあります。

※オフロード専用自転車（マウンテンバイクなど）以外の自転車は使用不可
※小学校３年生以下は保護者同伴。
１０人以上で利用する際は１か月前までに市民体育館まで連絡

※必ずヘルメット、グローブ、防具を着用。土・日曜日、祝日と春・夏休みは、
　マウンテンバイク、ヘルメット、防具を無料で貸出します。（現地に受付あり）
・利用時間：6：00 ～18：00（４月から９月）、7：00 ～16：00（１０月から３月）
・駐車場：公園内に複数箇所あり

※オフロード専用自転車（マウンテンバイクなど）以外の自転車は使用不可
※小学校３年生以下は保護者同伴。
※必ずヘルメット、グローブ、防具を着用。土・日・祝日と春・夏休みは、
マウンテンバイク、ヘルメット、防具を無料で貸出します。（現地受付にて9:00～）

・利用時間：6：00 ～18：00（４月から９月）、7：00 ～16：00（１０月から３月）
・駐車場：公園内に複数箇所あり

手賀沼公園の園内で運行しています

問 我孫子市社会福祉協議会TEL.04-7184-1539

問 太田さんTel.090-4601-8222

主 第 35回あびこ福祉まつり実行委員会・我孫子市

所 アビスタ及び手賀沼公園遊歩道

※入場無料
※駐車スペースが限られていますので、
　なるべく公共交通機関をご利用ください。

第 35回

10:00～15:00（雨天実施）時

所 問我孫子市鳥の博物館
我孫子市高野山 234-3　
TEL.04-7185-2212

ハンディのある方、ない方、また、どの年代の方も楽しめる
イベントが盛りだくさん！　市内最大級の福祉イベントです。

5月10日は入館無料！
6月28日（日）まで

5月7日（木）～5月22日（金）

第 71回企画展「鳥の鳴き声展」開催中！
鳥の博物館

鳥の声にまつわる様々な話題を紹介します。

第１５回
我孫子アートな散歩市

※会期・時間はイベントの場所により異なります

http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/
詳しくはWEBまたはチラシにて

tegadou 検索 Enjoy 手賀沼！ 検索

・サウンド＆ヘルスリズムス　①10：30 ～　②13：30 ～

・みんなでおどろう! 楽しもう！

　①10：00 ～キャッツアイ②12：30 ～鼓作　③14：30 ～アスカ組

・始めませんか？自分にあった『プラス１０運動』11：00 ～

・健康チェック、子どもイベント（有料）、福祉体験、福祉模擬店など

・サウンド＆ヘルスリズムス　①10：30 ～　②13：30 ～

・みんなでおどろう! 楽しもう！

　①10：00 ～キャッツアイ②12：30 ～鼓作　③14：30 ～アスカ組

・始めませんか？自分にあった『プラス１０運動』11：00 ～

・健康チェック、子どもイベント（有料）、福祉体験、福祉模擬店など
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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

アビシルベ

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
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葺不合神社
杉
村
楚
人
冠

記
念
館

子
之
神
大
黒
天

けやきプラザ

近隣センター
ふさの風

水生植物園
北千葉導水
ビジターセンター

布佐新緑まつり会場

E5 系ミニ新幹線はやぶさ
（JR 東日本商品化許諾済）

※入場無料
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場所：アビシルベ、けやきプラザ、千葉銀行、アビイクオーレ、
　　　杉村楚人冠邸園、志賀直哉邸跡、子の神緑地、旧村川別荘、
　　　手賀沼公園、天神山緑地など
内容：かつて文人たちに愛された我孫子を散歩しながら、手づくりの
　　　工芸、美術品（陶芸・彫刻・絵画など）の展示・販売会場を
　　　廻ります。音楽・舞踊の発表もあります。
総合案内所：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：9：30 ～16：30
休館日：月曜休館（祝日の場合次の平日）
入館料　一般 300 円／高校・大学生 200 円／
　　　　中学生以下無料／ 70 歳以上無料　
※３館共通券（杉村楚人冠記念館・白樺文学館
　　　　　　　の入館料がセットで割引）
　　　　一般 600 円／高校・大学生 400 円

510
日

同日開催

20152015

行ってみようかい
行ってみようかい
行ってみようかい

て　が　ぬ　まて　が　ぬ　ま

手賀沼手賀沼

Enjoy 手賀沼！ は、風薫る５月の第２日曜に
一人ひとりが手賀沼とのかかわりを
感じながら楽しく一日を過ごす
イベントです。

問 我孫子市 手賀沼課
TEL.04-7185-1111（内 467）

主 Enjoy 手賀沼！実行委員会

9:00～15:30（雨天実施）
所
時
手賀沼親水広場

両会場間の移動には〈阪東バス〉〈水上バス〉を利用できます。

おすすめ！アウトドアスポット特集おすすめ！アウトドアスポット特集

・申請方法：教育委員会（平日）またはキャンプ場（土・日・祝）において申請。
　　　　　　（使用日の３日前まで）
・利用料金：【１サイト（10人まで）あたり】
　デイキャンプ ：市内在住、在勤、在学 240 円 、市外 480 円 
　宿泊キャンプ（午後２時から使用） ：市内在住・在勤・在学 700 円 、市外1,400 円 
　宿泊キャンプ（午前10時から使用） ：市内在住・在勤・在学800円 、市外1,600円 
★管理人勤務日（おもに土・日・祝日）は、キャンプ場利用者に無料で調理器具等の
　貸出を行っています。（当日現地で受付）
・定員：１２０人

ボートセンター小池
我孫子市我孫子新田 25-1
（JR 我孫子駅徒歩12 分）
℡ 04-7184-7117

湖上園
我孫子市我孫子新田 20
（JR 我孫子駅徒歩12 分）
℡ 04-7185-5300
※無料駐車場あり
（大型バス駐車可）
☆釣り堀も併設

湖上園
我孫子市我孫子新田 20
（JR 我孫子駅徒歩12 分）
℡ 04-7185-5300
※無料駐車場あり
（大型バス駐車可）
☆釣り堀も併設

手賀沼の小池
我孫子市我孫子新田 22-7-21
（JR 我孫子駅徒歩14分）
℡ 04-7182-1015
※無料駐車場あり（大型バス駐車可）
☆1級・2 級ボート免許教室、手賀沼教習所

手こぎボートやスワンサイクル、
釣り船や貸切遊覧船（予約制）
などがあります。

手こぎボートやスワンサイクル、
釣り船や貸切遊覧船（予約制）
などがあります。

・料金：2周 200 円 ( 座席使用分 )
　※11枚 2000 円の回数券を乗り場で販売
　※こどもの日（5月5日）と
　　県民の日（6月15日）は無料
・営業日：土曜日、日曜日、祝日・ 公立小・中学校の
　　　　   春休み・夏休み期間（この期間は月曜休業）
　※雨天・荒天時及び12 月1日～翌年 3月19日頃は休業
・営業時間：4月～ 9月　9：30 ～17：00
　　　　　 10月、11月、3月　10：00 ～16：00
　※正午から１３時までは、整備のため運休
・駐車場：50 台あり（利用時間 8：30 ～21：30）
　※最初の１時間は無料、その後１時間ごとに100 円

問 我孫子市役所 商業観光課 TEL.04-7185-1475

所 我孫子市岡発戸1395
ＪＲ成田線湖北駅南口下車「外回り」表示のバスで湖北台６丁目下車、西へ約１㎞
ＪＲ天王台駅南口下車「外回り湖北台駅行き」のバスで湖北台６丁目下車、西へ約１㎞

所 我孫子市古戸696
市民体育館より徒歩2０分

我孫子市高野山新田１００番地
ＪＲ我孫子駅または天王台駅から阪東バス
平日は「市役所」下車徒歩15分、土・日・祝は「水生植物園入口」下車すぐ
※駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

我孫子市高野山新田１００番地
ＪＲ我孫子駅または天王台駅から阪東バス
平日は「市役所」下車徒歩15分、土・日・祝は「水生植物園入口」下車すぐ
※駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

問 我孫子市教育委員会℡ 04-7185-1604

問 我孫子市民体育館
 ℡ 04-7187-1155

所 JR 我孫子駅南口徒歩１０分

問 我孫子市シルバー人材センター
℡ 04-7188-2204（平日）
℡ 090-4520-3603（営業日）

おまつりスタンプラリーおまつりスタンプラリー

　　おまつり名 　　　会場 　　  実施日 　　予備日
布佐新緑まつり 布佐駅東口駅前通り ５月３日（日・祝） ５月４日（月・祝）
ほくほく北まつり 湖北駅北口駅前広場 ８月２日（日） 無し
あびこカッパまつり 我孫子駅南口周辺 ８月２２日（土） ８月２３日（日）
天王台ふれあい夏祭り 天王台北口道路 ８月２９日（土） ８月３０日（日）
天王台地区市民まつり 天王台西公園 ８月２９日（土） ８月３０日（日）
ほくほくサンバ 湖北駅南口周辺 ９月２７日（日） 無し
我孫子地区市民まつり けやきプラザ広場 １０月３日（土） 無し 

アビスタ広場
北口ふれあい広場

我孫子市産業まつり 湖北台中央公園 １０月１８日（日） 無し
布佐もみじまつり 布佐駅東口駅前通り １０月２４日（土） １０月２５日（日）

対象のおまつり３つ以上、２地区以上周るとうなきち賞として
５万円分の旅行券のほか市内のお店が協賛する豪華商品が当たります。

応募期限：布佐もみじまつり開催日正午まで
応募方法：応募用紙に氏名・住所・連絡先・年齢・性別を明記し、各おまつり会場に設置
　　　　　した応募用ポストに投函。
応募受付：各おまつり会場（おまつり開催時間内に限る）
抽　　選：布佐もみじまつりで公開抽選会を行い、当選者には後日当選ハガキを送付します。

5 3
日・祝

布佐新緑まつり布佐新緑まつり

10:00～16:00
※雨天時 4日（月・祝）

問 布佐新緑まつり実行委員会TEL.04-7189-2693
所布佐駅東口駅前通り（JR 布佐駅徒歩約 3分）

地元商店の出店、フリーマーケット、

 子どもの遊び広場、地元中学校の

  吹奏楽演奏、カッパ音頭の行進など。

   消防車やパトカー、白バイの展示も

     行います！

緑豊かな五本松公園に隣接した手賀沼を望む高台にあり、
テントサイト・多目的広場・炊事棟・ファイヤーサークル・
水洗トイレなどが完備されています。

ふれあいキャンプ場

オフロード自転車コース ミニＳＬ（あゆみの郷鉄道）

手賀沼ボート乗り場

水生植物園

問 我孫子市役所 商業観光課℡ 04-7185-1475我孫子市役所 商業観光課℡ 04-7185-1475

所

5月上旬には１００ｍに及ぶ藤棚に藤の花が咲き誇ります。5月上旬には１００ｍに及ぶ藤棚に藤の花が咲き誇ります。

利根川の河川敷、自然がいっぱいの「利根川ゆうゆう公園」の
中にあります。練習広場（１本橋とデコボコ道）、初級コース
（130ｍ）、上級コース（360ｍ）で、
全周 490ｍのコースには、ジャンプ台やバンクがあります。

利根川の河川敷、自然がいっぱいの「利根川ゆうゆう公園」の
中にあります。練習広場（１本橋とデコボコ道）、初級コース
（130ｍ）、上級コース（360ｍ）で、
全周 490ｍのコースには、ジャンプ台やバンクがあります。

※オフロード専用自転車（マウンテンバイクなど）以外の自転車は使用不可
※小学校３年生以下は保護者同伴。
　１０人以上で利用する際は１か月前までに市民体育館まで連絡
※必ずヘルメット、グローブ、防具を着用。土・日曜日、祝日と春・夏休みは、
　マウンテンバイク、ヘルメット、防具を無料で貸出します。（現地に受付あり）
・利用時間：6：00 ～18：00（４月から９月）、7：00 ～16：00（１０月から３月）
・駐車場：公園内に複数箇所あり

※オフロード専用自転車（マウンテンバイクなど）以外の自転車は使用不可
※小学校３年生以下は保護者同伴。
※必ずヘルメット、グローブ、防具を着用。土・日・祝日と春・夏休みは、
　マウンテンバイク、ヘルメット、防具を無料で貸出します。（現地受付にて9:00～）
・利用時間：6：00 ～18：00（４月から９月）、7：00 ～16：00（１０月から３月）
・駐車場：公園内に複数箇所あり

手賀沼公園の園内で運行しています

問 我孫子市社会福祉協議会TEL.04-7184-1539

問 太田さんTel.090-4601-8222

主 第 35回あびこ福祉まつり実行委員会・我孫子市

所 アビスタ及び手賀沼公園遊歩道

※入場無料
※駐車スペースが限られていますので、
　なるべく公共交通機関をご利用ください。

第 35回

10:00～15:00（雨天実施）時

所 問我孫子市鳥の博物館
我孫子市高野山 234-3　
TEL.04-7185-2212

ハンディのある方、ない方、また、どの年代の方も楽しめる
イベントが盛りだくさん！　市内最大級の福祉イベントです。

5月10日は入館無料！
6月28日（日）まで

5月7日（木）～5月22日（金）

第 71回企画展「鳥の鳴き声展」開催中！
鳥の博物館

鳥の声にまつわる様々な話題を紹介します。

第１５回
我孫子アートな散歩市

※会期・時間はイベントの場所により異なります

http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/
詳しくはWEBまたはチラシにて

tegadou 検索 Enjoy 手賀沼！ 検索

・サウンド＆ヘルスリズムス　①10：30 ～　②13：30 ～

・みんなでおどろう! 楽しもう！

　①10：00 ～キャッツアイ②12：30 ～鼓作　③14：30 ～アスカ組

・始めませんか？自分にあった『プラス１０運動』11：00 ～

・健康チェック、子どもイベント（有料）、福祉体験、福祉模擬店など

・サウンド＆ヘルスリズムス　①10：30 ～　②13：30 ～

・みんなでおどろう! 楽しもう！

　①10：00 ～キャッツアイ②12：30 ～鼓作　③14：30 ～アスカ組

・始めませんか？自分にあった『プラス１０運動』11：00 ～

・健康チェック、子どもイベント（有料）、福祉体験、福祉模擬店など



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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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

公開生放送！
18:00～18:00～

5 15
金

http://www.ustream.tv/channel/abistreamhttp://www.ustream.tv/channel/abistream
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手賀沼のうなきちさん

〈端午の節句バージョン〉

今月も楽しいイベントが盛りだくさん！！今月も楽しいイベントが盛りだくさん！！

アビシルベまつり 布佐新緑まつり あびこ福祉まつり
我孫子アートな散歩市

Enjoy 手賀沼！

アビシルベまつり 布佐新緑まつり あびこ福祉まつり
我孫子アートな散歩市

Enjoy 手賀沼！

ふれあいキャンプ場

手賀沼ボート乗り場

水生植物園

おすすめ！
アウトドアスポット特集

おすすめ！
アウトドアスポット特集

10：00 ～  我孫子吹奏楽団

10：40 ～ ゆるキャラ大集合

11：00 ～ セントラルあびっこチアーズ& あびっこキッズダンサーズ

11：30 ～ Y.O  DANCE  STUDIO（１回目）

12：05 ～ 水森 由菜

12：25 ～ Y.O  DANCE  STUDIO（2回目）

13：00 ～ 三令‐mirei‐

13：30 ～ 手賀沼ジュン

14：10 ～ ♪鳥くん ＆ The  PIPITZ

14：50 ～ ゆるキャラじゃんけん大会（参加賞あり）

◉10:00～  ◉先着 500 名  ◉参加費無料  ◉受付：本部（アビシルベ横）

☆駅長服を着てみよう！☆駅長服を着てみよう
◉対象・定員／小学生以下、当日先着順◉参加費無料
協力／JR東日本 我孫子駅
※まつなしくん登場予定時間 ①12:00～ ②12:45～（各回15分）

◉対象・定員／小学生以上、予約先着順　◉参加費無料

☆出張アビシルベ

☆ソープカービング体験

我孫子駅

国道356号

南口

・ ・
・ ・

けやきプラザ

アビシルベまつり会場アビシルベまつり会場アビシルベアビシルベ

アビシルベまつりアビシルベまつりアビシルベまつり第6回第6回第6回
4 29
水・祝

けやきプラザ広場

アビイクオーレ会場

祝！上野東京ライン開業！

10:00～15:00 けやきプラザ広場、アビイクオーレ、アビシルベ
アビシルベ TEL.04-7100-0014

当日、会場周辺道路の一部が通行止めとなります。

※雨天実施（内容に一部変更あり）

優勝：千葉県有名テーマパークペアチケット
※出演時間は、イベントの進行状況により多少前後する場合があります。

ご当地グルメ大集合！

ステージイベント 我孫子クイズラリー

問
所

優勝：千葉県有名テーマパークペアチケット

２　等：ふるさと産品詰合せ…５本
３　等：手賀沼のうなきちさん
　　　　フェイスタオル＆マグカップセット…１０本
４　等：我孫子の美味しいお土産各種…４５本
参加賞：お菓子

豪華景品が当たる大抽選会開催！

１ 等：千葉県有名テーマパーク
　　　  ペアチケット…２本
１ 等：千葉県有名テーマパーク
　　　  ペアチケット…２本

●講師「Carving Lily」すずきかずえ

我孫子の観光情報がいっぱい！
クイズラリーのヒントはここでゲットしよう！

～我孫子で話題のグルメが勢ぞろい！～
● 川村学園女子大学の学生が開発「トマトジャム」「グリーントマトソース」などを限定発売
● 「ふるさと産品」に新しく加わった「唐揚げそば（弥生軒）」、「あびこパイ（千葉とみい）」や、
　「うなきちのバーガー」（限定100個）、「うなぎおにぎり」、日光「四代目徳次郎」の天然氷の
　かき氷（吉岡茶房）などの販売
● コッコパン、ハリオン（インドカレー）、喜久屋秀峰（和菓子）、BRAT（マラサダドーナツ）など
市内の人気店が出店！

● 宮城県石巻市「金華さば味噌煮缶詰」などの販売
● 軽喫茶ぽぽら（けやきプラザ１階）ランチご注文の方（先着30名）にアイスクリームのサービス

主催：我孫子インフォメーションセンター　指定管理者（株）エヌケイサービス　後援：我孫子市／我孫子市商工会
協賛：コカ・コーライーストジャパン（株）／日本マクドナルド（株）我孫子駅前店／ホテルマークワン（株）／（株）五味商店
／（株）富井／（名）弥生軒／コーヒークラブエムズカンパニー／アビコ西武観光（株）／インド・ネパールレストラン ハリオン
／（株）風土食房／ 富桝旅館／やまつね食品（株）／（有）福一／（株）アビニヨン／（株）みやま食品工業／（有）松山／（有）マエダ印刷

沿線からゆるキャラたちがやってくる
◎登場予定ゆるキャラ
手賀沼のうなきちさん、ふさだだしお、あびかちゃん（我孫子市）

トトリ（取手市）カシワ二（かしわインフォメーションセンター）

松戸さん（松戸中央ライオンズクラブ）いんザイ君（印西市）

ビュー坊（足立区）チーバくん（千葉県）ふっかちゃん（埼玉県深谷市）

まつなしくん（JR 東日本松戸地区） 《ゆるキャラグランプリ2014》準グランプリ ◉消防車のみ12:00まで

白バイ、パトカー、消防車の体験乗車白バイ、パトカー、消防車の体験乗車

アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

5/1金 ～ 5/7 木 端午の節句折り紙展
初日は 11 時から、最終日は 14 時まで

最終日は 16 時まで
5/8金 ～ 5/14 木 『第１５回我孫子アートな散歩市』総合案内会場

ア
ビ
シ
ル
ベ
月
間
予
定 初日は正午から、最終日は正午まで

5/15金 ～ 6/5 金 アロハフェスタinアビコ2015　PR 展示
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