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開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00
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〒270-1151
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最新情報はインターネットで！ 今後のスケジュール
HomePage3/12（日）12：00まで 

アビスト de Night☆
3/17（金）

我孫子市美術家協会PR展示

3/18（土）～ 19（日）
結日和 in アビシルベ
3/21（火）14：00 ～ 3/30（金）18：00
Akiko.S アトリエ展
4/1（土）～ 4/9（日）

手賀沼を彩るさくらいろいろ
4/10（月）12：00 ～ 4/19（水）12：00

我孫子東高校つまようじアート展示

我孫子市マスコットキャラクター

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

手賀沼のうなきちさん

YouTube にて動画配信中！
●アビストde Night ★
　毎月多彩なゲストをお迎えして我孫子の
　魅力あふれる情報をお伝えしています。
●我孫子の美味しい処
　レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど
　アビシルベのスタッフがご紹介します。
●イベント情報
　イベントやお祭りのレポやプロモなど
●うなきちパラダイス
これを観れば振付けもバッチリ！

鳥の博物館

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

開館 9:30 ～16:30　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3／電話：04-7185-2212
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、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5／電話：04-7182-8578
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400 円

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00 まで）休館：月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8／電話：04-7185-2192
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400 円

春だ！桜だ！菜の花だ！春だ！桜だ！菜の花だ！

「今だけ！春限定の自然観察」

10：00 ～12：00 14：00 ～15：00

白樺サロンのひととき

～ 春 ～

・桜プロジェクト
・第１４回市民観桜会
・菜の花畑散策と頭の体操
・菜の花まつり
・あびこ子育てフェスタ
・アビシルベまつり出店者募集中！
・我孫子市 3館イベント情報（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

・桜プロジェクト
・第１４回市民観桜会
・菜の花畑散策と頭の体操
・菜の花まつり
・あびこ子育てフェスタ
・アビシルベまつり出店者募集中！
・我孫子市 3館イベント情報（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

集合：鳥の博物館玄関前　※雨天中止
申込：不要
費用：保険料として100 円（高校生以上）

4 8
土

3 12
日

鳥の渡りや春の花、春のチョウなど、
この時期限定のとっておきの自然を観察します。

吸蜜するヒヨドリ

定員：20 名（要電話予約）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

我孫子の謝恩碑除幕式でスピーチする血脇（東京歯科大学提供）

没後70年記念展示

3月7日（火）～ 5月14日（日）

白樺文学館

場所： 1階ピアノサロン

学芸員による白樺派や民藝についてのトークと
市民スタッフによる柳兼子のピアノ生演奏を
お楽しみいただきます。
今回は特別企画「朗読とピアノのコラボレーション」
にて「春」をテーマに開催します。

「血脇守之助 ～我孫子が生んだ歯科医学の功労者」

郷土の偉人の一人、血脇守之助を知っていますか？
現代の歯科医育成の基礎を作り、野口英世の恩人としても
知られる人物です。
今年は血脇没後 70 年、この機会に我孫子が輩出した血脇
のことを知ってみませんか。

＊３館とは、鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。

我孫子の謝恩碑除幕式でスピーチする血脇（東京歯科大学提供）

杉村楚人冠記念館

我孫子の謝恩碑除幕式でスピーチする血脇（東京歯科大学提供）

杉村楚人冠記念館
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「鳥の博物館」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
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所  手賀沼遊歩道（手賀沼親水広場デッキ周辺※手賀沼カッパの像前）
問  我孫子市役所 04-7185-1111
　  桜ライトアップ・公園緑地課（内線 561）あびこ桜おもてなしキャンペーン・商業観光課（内線 506）

所  我孫子ゴルフ倶楽部（13 番・16 番ホールとその周辺）

￥

問  我孫子の景観を育てる会 090-6034-9149
主催  我孫子の景観を育てる会　後援：我孫子市　協力：（社）我孫子ゴルフ倶楽部

3 27
月

3 19
日

4 29
土祝

10：00 ～16：00
（入場は15：00まで）
雨天中止

※駐車場は五本松運動広場駐車場をご利用ください。（約 100 台収容）
※クラブハウス側の正面入り口からは入れません。五本松公園向かい側奥の特設入口から入場してください。
※場内で喫煙、飲食、ペット持ち込み、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。

桜プロジェクト
＜桜ライトアップ＞ ＜あびこ桜おもてなしキャンペーン＞

桜プロジェクト
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。ぜひ手賀沼遊歩道で夜桜鑑賞をお楽しみ下さい。
また、「あびこ桜おもてなしキャンペーン」として市内商業者による出店も予定しています。
ぜひお越しください！

＜桜ライトアップ＞
3月31日（金）より開始 4月1日（土）・2日（日）

3月18日（土）・19日（日）・20日（月・祝）3月11日（土）・12日（日）

4月8日（土）・9日（日）

3月17日（金）～20日（月・祝）

日没～21：00
※開花状況により変更になる場合があります

＜あびこ桜おもてなしキャンペーン＞

10：00 ～20：00
※都合により変更になる場合があります

第１４回 市民観桜会 ～我孫子ゴルフ倶楽部の一部を公開～第１４回 市民観桜会 ～我孫子ゴルフ倶楽部の一部を公開～

参加費：100 円（小学生以下無料）申込不要　※参加費は保険料などの運営費として、「我孫子の景観を育てる会」に納入されます。

我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース内の見事な桜を楽しめます。
公開する１３番・１６番ホールとその周辺には、特に見事なソメイヨシノの大樹があり、
フェアウエイに沿った、松の緑と桜の薄桃色のコントラストは、目を見張るほどです。
ウグイスとコカリナ（木製のオカリナ）の音色を聞きながら、フェアウエイをゆったりと散策しませんか。

日ごろ育児を頑張っているママを中心にパパ•キッズはもちろん、プレママ
& パパなどみんなで楽しめるイベント『あびこで子育てフェスタ』を開催
いたします。
当日は、あびこショッピングプラザで一日楽しめる企画が盛りだくさん！！
詳しくは、市ホームページをご覧ください。（ https://goo.gl/sNtU03 ）

現在、出展者を募集しております。
締切 3/15（水）
詳しくはアビシルベ
ホームページを
ご覧ください。
皆様のご応募
お待ちしております！

菜の花畑散策と頭の体操
10：00 ～15：00　※雨天順延

所  千葉県我孫子市根戸新田字船戸（JR 常磐線我孫子駅南口徒歩 28 分）
問   NPO 法人手賀沼トラスト　桐石 090-9853-3862

￥ 無料

問   我孫子市役所 04-7185-1111 ／内線 312（農政課）
￥ 無料

※手賀沼ファーム・あびこん砂利駐車場に無料駐車場がございます。

菜の花畑の小路を巡りながら「なぞなぞ問題」に挑戦！
頭を働かせながら散策が楽しめます。
菜の花畑の小路を巡りながら「なぞなぞ問題」に挑戦！
頭を働かせながら散策が楽しめます。

菜の花祭り

※荒天及び育成状況によっては中止

根戸新田の畑に栽培している菜の花が、3月中旬ころから見ごろになります。それに合わせ、
今年も菜の花まつりを開催します。お祭り当日は、菜の花の摘み取り（有料）や野菜の即売会
などのイベントを実施します。ぜひ遊びに来てくださいね！

※「あびこ農産物直売所あびこん」に臨時駐車場あり
18日の13：00 頃には手賀沼のうなきちさんがやってくるかも！？

所  千葉県我孫子市根戸新田
　　手賀沼ふれあいライン沿い（我孫子駅南口下車徒歩 25 分）

問   子育て支援センター 04-7185-1915
￥ 無料（ただし一部費用がかかります）

子育てフェスタ
10：00～15：30

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
　　（イトーヨーカドー我孫子店〈我孫子駅北口側〉）

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
　　（イトーヨーカドー我孫子店〈我孫子駅北口側〉）

アビシルベまつり
出店者募集中

第8回
アビシルベ
まつり！

今年も開催！

10：00 ～16：00

https://www.abikoinfo.jp/ 

撮影：小泉仁 撮影：香川文孝
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頭を働かせながら散策が楽しめます。

菜の花祭り

※荒天及び育成状況によっては中止

根戸新田の畑に栽培している菜の花が、3月中旬ころから見ごろになります。それに合わせ、
今年も菜の花まつりを開催します。お祭り当日は、菜の花の摘み取り（有料）や野菜の即売会
などのイベントを実施します。ぜひ遊びに来てくださいね！

※「あびこ農産物直売所あびこん」に臨時駐車場あり
18日の13：00 頃には手賀沼のうなきちさんがやってくるかも！？

所  千葉県我孫子市根戸新田
　　手賀沼ふれあいライン沿い（我孫子駅南口下車徒歩 25 分）

問   子育て支援センター 04-7185-1915
￥ 無料（ただし一部費用がかかります）

子育てフェスタ
10：00～15：30

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
　　（イトーヨーカドー我孫子店〈我孫子駅北口側〉）

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
　　（イトーヨーカドー我孫子店〈我孫子駅北口側〉）

アビシルベまつり
出店者募集中

第8回
アビシルベ
まつり！

今年も開催！

10：00 ～16：00

https://www.abikoinfo.jp/ 

撮影：小泉仁 撮影：香川文孝
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「アビシルベ」「アビシルベ」

開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00
休   館   日／12月31日のみ休   館   日／12月31日のみ

〒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

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

abishirube または abikoinfo

アビシルベ または  @ABISHIRUBE

@abishirube または @ABISHIRUBE 

アビシルベ または abikoinfo 

最新情報はインターネットで！ 今後のスケジュール
HomePage3/12（日）12：00まで 

アビスト de Night☆
3/17（金）

我孫子市美術家協会PR展示

3/18（土）～ 19（日）
結日和 in アビシルベ
3/21（火）14：00 ～ 3/30（金）18：00
Akiko.S アトリエ展
4/1（土）～ 4/9（日）

手賀沼を彩るさくらいろいろ
4/10（月）12：00 ～ 4/19（水）12：00

我孫子東高校つまようじアート展示

我孫子市マスコットキャラクター

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

手賀沼のうなきちさん

YouTube にて動画配信中！
●アビストde Night ★
　毎月多彩なゲストをお迎えして我孫子の
　魅力あふれる情報をお伝えしています。
●我孫子の美味しい処
　レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど
　アビシルベのスタッフがご紹介します。
●イベント情報
　イベントやお祭りのレポやプロモなど
●うなきちパラダイス
これを観れば振付けもバッチリ！

鳥の博物館

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

開館 9:30 ～16:30　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市高野山 234-3／電話：04-7185-2212
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、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5／電話：04-7182-8578
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400 円

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00 まで）休館：月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8／電話：04-7185-2192
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400 円

春だ！桜だ！菜の花だ！春だ！桜だ！菜の花だ！

「今だけ！春限定の自然観察」

10：00 ～12：00 14：00 ～15：00

白樺サロンのひととき

～ 春 ～

・桜プロジェクト
・第１４回市民観桜会
・菜の花畑散策と頭の体操
・菜の花まつり
・あびこ子育てフェスタ
・アビシルベまつり出店者募集中！
・我孫子市 3館イベント情報（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

・桜プロジェクト
・第１４回市民観桜会
・菜の花畑散策と頭の体操
・菜の花まつり
・あびこ子育てフェスタ
・アビシルベまつり出店者募集中！
・我孫子市 3館イベント情報（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

集合：鳥の博物館玄関前　※雨天中止
申込：不要
費用：保険料として100 円（高校生以上）

4 8
土

3 12
日

鳥の渡りや春の花、春のチョウなど、
この時期限定のとっておきの自然を観察します。

吸蜜するヒヨドリ

定員：20 名（要電話予約）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

我孫子の謝恩碑除幕式でスピーチする血脇（東京歯科大学提供）

没後70年記念展示

3月7日（火）～ 5月14日（日）

白樺文学館

場所： 1階ピアノサロン

学芸員による白樺派や民藝についてのトークと
市民スタッフによる柳兼子のピアノ生演奏を
お楽しみいただきます。
今回は特別企画「朗読とピアノのコラボレーション」
にて「春」をテーマに開催します。

「血脇守之助 ～我孫子が生んだ歯科医学の功労者」

郷土の偉人の一人、血脇守之助を知っていますか？
現代の歯科医育成の基礎を作り、野口英世の恩人としても
知られる人物です。
今年は血脇没後 70 年、この機会に我孫子が輩出した血脇
のことを知ってみませんか。

＊３館とは、鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。

我孫子の謝恩碑除幕式でスピーチする血脇（東京歯科大学提供）

杉村楚人冠記念館

我孫子の謝恩碑除幕式でスピーチする血脇（東京歯科大学提供）

杉村楚人冠記念館


