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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
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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
HomePage

LIVE !

11/ 7（月）13：00 ～ 11/17（木）12：00

11/18（金）18：00 ～

11/21（月）12：00 ～ 11/27（日）18：00 

11/30（水）9：00 ～ 12/ 4（日）16：00 

12/ 9（金）13：00 ～ 12/15（木）16：00

「第59回我孫子市文化祭書道展」

アビスト de Night☆

「東葛駅伝写真展」

「ナガサキ原爆被災展
　　　　～我孫子から平和を願う～」

「第三十一回
手賀沼写真コンクール展示会」

杉村楚人冠記念館 情報

1120
日

14：00 ～15：00

開館 9:30 ～16:30（16:00までに入館）／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
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朗読のひととき～白樺派を知る②～

場　所‥白樺文学館地階音楽室
定　員‥先着20 名（電話で要予約）　
参加費‥無料（ただし入館料がかかります）

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

11月の朗読のひとときは「白樺派を知る②」をテー
マに開催します。第2弾は柳宗悦と雑誌『白樺』
の関係について取り上げます。多彩なスタッフに
よる朗読と、学芸員のトークをお楽しみください。

1113
日

14：00 ～15：00

10：00 ～15：00（天候等により一部内容変更の場合もあり）

1127
日

11：00 ～16：00

白樺サロンのひととき～秋～

場　所‥白樺文学館1階ピアノサロン
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）

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「秋」がテーマです。

◆新うなきちスイーツ＆白樺派のカレー特集！
笑福・メヌエット・福一・茶豆
◆あびこん「新そば祭り」＆「農業まつり」
◆自然観察会てがたん　◆我孫子市和太鼓祭り
◆日立総合経営研修所庭園公開～紅葉の庭園を巡る～　◆郷土芸能祭
◆健康フェア 2016　◆あびこ国際交流まつり 2016
◆白樺文学館イベント情報　◆講演「没後百年　夏目漱石を語る」

◆新うなきちスイーツ＆白樺派のカレー特集！
笑福・メヌエット・福一・茶豆
◆あびこん「新そば祭り」＆「農業まつり」
◆自然観察会てがたん　◆我孫子市和太鼓祭り
◆日立総合経営研修所庭園公開～紅葉の庭園を巡る～　◆郷土芸能祭
◆健康フェア 2016　◆あびこ国際交流まつり 2016
◆白樺文学館イベント情報　◆講演「没後百年　夏目漱石を語る」

12 3
土

12 4
日

杉村楚人冠記念館
我孫子市民図書館  共催連続講演会

「没後百年 夏目漱石を語る」
14：00 ～（13：30 開場）

所 我孫子市生涯学習センター アビスタ  ホール
JR 我孫子駅南口より南へ徒歩10 分の手賀沼公園内

問 我孫子市民図書館アビスタ本館℡.04-7184-1110

所 我孫子市生涯学習センター アビスタ
JR 我孫子駅南口より南へ徒歩10 分の手賀沼公園内

申込 問 健康フェア実行委員会事務局（健康づくり支援課内）℡.04-7185-1126
所 あびこ市民プラザ JR 我孫子駅北口より北へ徒歩 5分（あびこショッピングプラザ内）
問 我孫子市国際交流協会（AIRA）℡.04-7183-1231

入場無料
要予約（定員各120 名）

講師‥有山輝雄さん（メディア史研究者）
テーマ「明治末期の新聞と漱石」
講師‥石﨑 等さん（立教大学名誉教授）
テーマ「漱石と杉村楚人冠」

両日参加の方には、図書館オリジ
ナル読書ノートをプレゼント！
予約受付は市民図書館アビスタ本
館カウンターまたはお電話で受け
付けます。

申込 問 白樺文学館まで電話予約

1127
日
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杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館共催連続講演会「没後百年  夏目漱石を語る」の開催に合わせ、
白樺文学館では12／ 3（土）・4（日）の2日間「志賀直哉宛夏目漱石書簡特別公開」を行います。

健康フェア2016
～健康寿命を延ばそう！Smart  Life  Project ! ～

第 25回 あびこ国際交流まつり2016
友好を翼に乗せて
「異文化交流の輪～25年目の感謝をこめて～」

http://www.e-aira.jp

入場無料

我孫子の新名物を味わう。我孫子の新名物を味わう。

・健康に関して楽しみながら体験できるブース（出展：医師会、歯科医師会など）
・子どものぜんそくや禁煙方法等について学べる講演会
・親子で楽しめる企画、スタンプラリー
※講演会のみ事前申し込み制（先着５０名）事務局へ

【ギャラリー】世界各国の民芸品・飲物販売、AIRA 活動紹介コーナー
キッズ・軽食コーナー、「生け花」展示など

【ロビー】 10：15 ～15：00‥「外国人の着物着付け体験」（要事前予約）
10：30 ～15：00‥「お茶席」表千家（300 円）

【ホール】 13：00 ～13：30‥25 周年記念行事：フルートとピアノの演奏
13：30 ～16：00‥台湾の民族舞踊、日本語・外国語講座生の発表

ハンドベル、ヒップポップダンス、抽選会

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！

うなきちさんとチーバくん、あびかちゃんも遊びに来ます。
是非ご家族でご来場ください。

＜うなきち焼＞ ＜うなきちさんのおやつ＞

＜うなきちさんのクッキー＞ ＜白樺派のカレー＞

＜うなきち焼＞ ＜うなきちさんのおやつ＞

＜うなきちさんのクッキー＞ ＜白樺派のカレー＞

『白樺』12巻 4号
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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

旧井上家住宅

天王台
我孫子

手賀沼

道の駅
しょうなん 手賀沼フィッシングセンター

アビシルベ

鳥の博物館

笑福

日立総合経営研修所
山階鳥類研究所 湖北台中央公園

湖北地区公民館

布佐市民の森
宮の森公園

手賀沼親水広場

アビスタあびこん

メヌエット
あびこ市民プラザ
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手賀沼遊歩道

我孫子市役所

今年10月より白樺派のカレーの提
供をスタート！
白樺派のカレーの特徴である隠し
味の味噌には、我孫子市内で製造
のやまつね味噌を使用。さらにう
ま味を増すために、きつね色にな
るまで炒めた玉ねぎがたっぷり入っ
ています！口に入れた瞬間は玉ね
ぎの優しい甘さが、あとから豊か
なスパイスがふわっと香ります。
白樺派の文人に思いを巡らせなが
ら食べてみてはいかがでしょうか？

中身ぎっしり！あつあつを召し
上がれ！うなきちさんの顔を
デザインした金型で焼き上げ
たうなきち焼きは、定番の粒
あんと優しい甘さのカスター
ドの２種類の味が楽しめま
す。食べるのが少しか
わいそうですが…、
一口食べればほっ
こり幸せ！気分は
うなぎのぼり！？

素朴なお味の
クッキーにアイ
シングをのせ、
うなきちさんの
絵柄をプリントしました。
我孫子の四季折々のうなきちさ
んの表情をお楽しみください！

もちふわな食感が癖
になる和菓子。うな
きちさんの焼き印が
とってもキュート！ 
中に入っている餡はこし
あん・ミルク・キャラメ
ル・レモン・コーヒー・
ももの６種類。どの味に
しようか迷う楽しみもあ
りますね！ もちろん全種

類買うのも有！  
お土産として
も喜ばれそ
うです。

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。今年
もつくし野麒麟太鼓を
ゲストに迎え、華やか
に開催します。

1112
土

1119
土

1120
日

1113
日

新そば祭り新そば祭り 我孫子市農業まつり

問所

問所

あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市我孫子新田 22-4 ℡.04-7108-3171 問

所 あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市我孫子新田 22-4 ℡.04-7108-3171

所 湖北台中央公園
ＪＲ成田線湖北駅南口より南西へ 300メートル　徒歩約 3分

問 我孫子市和太鼓祭り実行委員会事務局／林℡.04-7187-0333

所 日立総合経営研修所  千葉県我孫子市高野山 485
主催 問 我孫子の景観を育てる会℡.090-6034-9149

所 湖北地区公民館 ホール  千葉県我孫子市中里 81-3
ＪＲ成田線湖北駅北口より新木駅南口行あびバスで「湖北地区公民館」下車

主催 問 教育委員会文化・スポーツ課℡.04-7185-1601

10：30 ～15：00
雨天決行・荒天中止
売切れ終了、ご容赦ください。

10：30 ～15：00
雨天決行・荒天中止

12 3
土

10：00 ～15：30（入場は15：00まで）
雨天翌日順延

12：00 開演（11：30 開場）

売切れ終了、ご容赦ください。

青山学舎・我孫子そばの会の
美味しいそばが楽しめます！

青山学舎‥北海道産2種、茨城県産1種の3種混合のそば粉を使用。
我孫子そばの会‥千葉県在来種そばを数量限定で販売。

人気のねぎ一本焼きや磯辺焼きも
ご用意。農家さんの手作り加工品
や果物特売もお見逃しなく！

我孫子市和太鼓祭り
9：45 ～14：30  雨天中止 迫力の和太鼓演技と我孫子市

内店舗の出店、さらに北茨城
観光協会によるあんこうの吊る
し切りも楽しめます！かっぱ音
頭やソーラン節の演舞も必見！
和太鼓の響きと市内外のグルメ
が楽しめるイベント、ぜひご来
場ください。

迫力の和太鼓演技と我孫子市内
店舗の出店、さらに北茨城観光
協会によるあんこうの吊るし切
りも楽しめます！かっぱ音頭や
ソーラン節の演舞も必見！和太
鼓の響きと市内外のグルメが楽
しめるイベント、ぜひご来場く
ださい。

第２４回 日立総合経営研修所庭園公開

（株）日立総合経営研修所のご厚意
で、紅葉の庭園と手賀沼の眺めを
お楽しみいただけます。昨年１０月
に本館建替え工事が完了し、今春
に続いて秋は３年ぶりの開催です。
先着 400 人に庭園の栞をプレゼン
ト。お茶のサービス、コカリナの演
奏、「白樺派のカレー」の販売（限
定 200食700円）もあります。
※内容は変更する場合あり
費用‥100 円（小学生以下無料）　
※申込み不要
※駐車場なし
　ペット、飲食物の持ち込み不可

～紅葉の庭園を巡る～
第36回 郷土芸能祭

入場無料（全席自由）
出演：つくし野麒麟太鼓・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・あびこふるさと会・古戸はやし連中・ひょっとこ睦

12 4
日

我孫子に新名物が登場！うなきちスイーツ＆白樺派のカレーを味わう！

Ｃａｆｅ茶豆（ちゃず）欧風洋菓子メヌエット Ｃａｆｅ茶豆（ちゃず）

所：千葉県我孫子市布佐 2971
問：04-7189-4833
営：8：30 ～18：00（L.O.）
休：月曜日（祝日の場合翌平日）
駐：3台有

白樺派のカレー
（サラダ付）

1,000 円（税込）

Ｃａｆｅ茶豆

所：千葉県我孫子市青山台 4-21-22
　　ＪＲ常磐線天王台駅北口徒歩15分
問：04-7184-8866
営：12：00 ～14：00/18：00 ～24：00
休：日曜日

笑福
＜うなきち焼＞ ＜うなきちさんのおやつ＞

＜うなきちさんのクッキー＞ ＜白樺派のカレー＞

＜うなきち焼＞

一個150 円（税込）

御菓子司　福一
＜うなきちさんのおやつ＞

所：千葉県我孫子市湖北台 8-6-2
　　ＪＲ成田線湖北駅南口徒歩 5分
問：04-7188-0160
営：9：00 ～18：30
休：火曜日

一個130 円（税別）

欧風洋菓子メヌエット
＜うなきちさんのクッキー＞ ＜白樺派のカレー＞

湖北台店
所： 千葉県我孫子市湖北台1-18-3
　　ＪＲ成田線湖北駅南口徒歩1分
問： 04-7188-5543
営：9：00 ～19：00
休：不定休

一個 300 円（税別）

我孫子店
所：千葉県我孫子市我孫子 4-1-7 
　　パークヒルズ我孫子
　　ＪＲ常磐線我孫子駅北口徒歩 4分
問：04-7183-1122
営：10：00 ～19：00
休：不定休

うなきち焼の販売は
14：00～18：00まで

第 35回

10：00 ～15：00（雨天実施・荒天中止）10：00 ～15：00（雨天実施・荒天中止）

我孫子市役所農政課℡.04-7185-1111（内線 502）

○農産物共進会　市内業者が丹
精込めて栽培した農産物を表彰！
投票いただいた方には野菜をプレ
ゼント！表彰終了後から出品農産
物を販売します。
投　票　10：30 ～11：30
展　示　10：00 ～13：30
表彰式　14：00 ～14：30

○無料配布コーナー　ポップコーン（先着200 名）、イベントの最後には
餅まきイベントと苗木プレゼントがあります！　○農業資材の無料提供
コーナー　○ちばエコ農産物アンケート（回答者にちばエコ米プレゼント）
○新規就農者焼き芋販売・就農相談コーナー　○栽培相談コーナー
○堆肥展示＆配布コーナー　など、見どころ盛りだくさん。飲食コーナー
やお子さんが楽しめる輪なげ、バルーン販売コーナーもあり！

第６回

臨時駐車場は湖北台東小学校になります。

鳥の博物館
イベント情報
1112
土

◆鳥の博物館一時休館のお知らせ◆
鳥の博物館はこのたび、空調設備更新工事のため、平成 28 年 11月 7日から
平成 29 年 1 月 31 日までの予定で休館します。自然観察会「てがたん」は
休館期間中も毎月第２土曜日の午前１０時から実施します。

散歩感覚で楽しむ自然観察会です。

「カモいろいろ」

「葉っぱの形で木の名がわかるかな？」

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

1210
土

手賀沼では、晩秋になると冬越しに

渡ってきたカモたちで賑わいます。カ

モの種、雌雄、繁殖羽への換羽状況、

生態などのいろいろを観察します。

葉を拾ったけど、何の葉か分か

らない。そんな時は葉の形、

鋸歯の有無、柄の長さ、そして

互生か対生かをメモしましょう。

これを手がかりに、木の名前さ

がしにチャレンジします。

時間‥10：00～12：00（雨天中止）
集合場所‥博物館入口（予約不要）
費用‥保険料として100円（高校生以上）

福一

千葉県我孫子市高野山 234-3／℡.04-7185-2212

新しくふるさと産品に
加わりました！
新しくふるさと産品に
加わりました！

新しくふるさと産品に
加わりました！
新しくふるさと産品に
加わりました！

湖北台店湖北台店

メヌエット
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●は本紙に情報掲載のある場所です
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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

旧井上家住宅

天王台
我孫子

手賀沼

道の駅
しょうなん 手賀沼フィッシングセンター

アビシルベ

鳥の博物館

笑福

日立総合経営研修所
山階鳥類研究所 湖北台中央公園

湖北地区公民館

布佐市民の森
宮の森公園

手賀沼親水広場

アビスタあびこん

メヌエット
あびこ市民プラザ

白
樺
文
学
館

杉
村
楚
人
冠

記
念
館

手賀沼遊歩道

我孫子市役所

今年10月より白樺派のカレーの提
供をスタート！
白樺派のカレーの特徴である隠し
味の味噌には、我孫子市内で製造
のやまつね味噌を使用。さらにう
ま味を増すために、きつね色にな
るまで炒めた玉ねぎがたっぷり入っ
ています！口に入れた瞬間は玉ね
ぎの優しい甘さが、あとから豊か
なスパイスがふわっと香ります。
白樺派の文人に思いを巡らせなが
ら食べてみてはいかがでしょうか？

中身ぎっしり！あつあつを召し
上がれ！うなきちさんの顔を
デザインした金型で焼き上げ
たうなきち焼きは、定番の粒
あんと優しい甘さのカスター
ドの２種類の味が楽しめま
す。食べるのが少しか
わいそうですが…、
一口食べればほっ
こり幸せ！気分は
うなぎのぼり！？

素朴なお味の
クッキーにアイ
シングをのせ、
うなきちさんの
絵柄をプリントしました。
我孫子の四季折々のうなきちさ
んの表情をお楽しみください！

もちふわな食感が癖
になる和菓子。うな
きちさんの焼き印が
とってもキュート！ 
中に入っている餡はこし
あん・ミルク・キャラメ
ル・レモン・コーヒー・
ももの６種類。どの味に
しようか迷う楽しみもあ
りますね！ もちろん全種

類買うのも有！  
お土産として
も喜ばれそ
うです。

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。今年
もつくし野麒麟太鼓を
ゲストに迎え、華やか
に開催します。

1112
土

1119
土

1120
日

1113
日

新そば祭り新そば祭り 我孫子市農業まつり

問所

問所

あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市我孫子新田 22-4 ℡.04-7108-3171 問

所 あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市我孫子新田 22-4 ℡.04-7108-3171

所 湖北台中央公園
ＪＲ成田線湖北駅南口より南西へ 300メートル　徒歩約 3分

問 我孫子市和太鼓祭り実行委員会事務局／林℡.04-7187-0333

所 日立総合経営研修所  千葉県我孫子市高野山 485
主催 問 我孫子の景観を育てる会℡.090-6034-9149

所 湖北地区公民館 ホール  千葉県我孫子市中里 81-3
ＪＲ成田線湖北駅北口より新木駅南口行あびバスで「湖北地区公民館」下車

主催 問 教育委員会文化・スポーツ課℡.04-7185-1601

10：30 ～15：00
雨天決行・荒天中止
売切れ終了、ご容赦ください。

10：30 ～15：00
雨天決行・荒天中止

12 3
土

10：00 ～15：30（入場は15：00まで）
雨天翌日順延

12：00 開演（11：30 開場）

売切れ終了、ご容赦ください。

青山学舎・我孫子そばの会の
美味しいそばが楽しめます！

青山学舎‥北海道産2種、茨城県産1種の3種混合のそば粉を使用。
我孫子そばの会‥千葉県在来種そばを数量限定で販売。

人気のねぎ一本焼きや磯辺焼きも
ご用意。農家さんの手作り加工品
や果物特売もお見逃しなく！

我孫子市和太鼓祭り
9：45 ～14：30  雨天中止 迫力の和太鼓演技と我孫子市

内店舗の出店、さらに北茨城
観光協会によるあんこうの吊る
し切りも楽しめます！かっぱ音
頭やソーラン節の演舞も必見！
和太鼓の響きと市内外のグルメ
が楽しめるイベント、ぜひご来
場ください。

迫力の和太鼓演技と我孫子市内
店舗の出店、さらに北茨城観光
協会によるあんこうの吊るし切
りも楽しめます！かっぱ音頭や
ソーラン節の演舞も必見！和太
鼓の響きと市内外のグルメが楽
しめるイベント、ぜひご来場く
ださい。

第２４回 日立総合経営研修所庭園公開

（株）日立総合経営研修所のご厚意
で、紅葉の庭園と手賀沼の眺めを
お楽しみいただけます。昨年１０月
に本館建替え工事が完了し、今春
に続いて秋は３年ぶりの開催です。
先着 400 人に庭園の栞をプレゼン
ト。お茶のサービス、コカリナの演
奏、「白樺派のカレー」の販売（限
定 200食700円）もあります。
※内容は変更する場合あり
費用‥100 円（小学生以下無料）
※申込み不要
※駐車場なし
　ペット、飲食物の持ち込み不可

～紅葉の庭園を巡る～
第36回 郷土芸能祭

入場無料（全席自由）
出演：つくし野麒麟太鼓・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・あびこふるさと会・古戸はやし連中・ひょっとこ睦

12 4
日

我孫子に新名物が登場！うなきちスイーツ＆白樺派のカレーを味わう！

Ｃａｆｅ茶豆（ちゃず）欧風洋菓子メヌエット Ｃａｆｅ茶豆（ちゃず）

所：千葉県我孫子市布佐 2971
問：04-7189-4833
営：8：30 ～18：00（L.O.）
休：月曜日（祝日の場合翌平日）
駐：3台有

白樺派のカレー
（サラダ付）

1,000 円（税込）

Ｃａｆｅ茶豆

所：千葉県我孫子市青山台 4-21-22
　　ＪＲ常磐線天王台駅北口徒歩15分
問：04-7184-8866
営：12：00 ～14：00/18：00 ～24：00
休：日曜日

笑福
＜うなきち焼＞ ＜うなきちさんのおやつ＞

＜うなきちさんのクッキー＞ ＜白樺派のカレー＞

＜うなきち焼＞

一個150 円（税込）

御菓子司　福一
＜うなきちさんのおやつ＞

所：千葉県我孫子市湖北台 8-6-2
　　ＪＲ成田線湖北駅南口徒歩 5分
問：04-7188-0160
営：9：00 ～18：30
休：火曜日

一個130 円（税別）

欧風洋菓子メヌエット
＜うなきちさんのクッキー＞ ＜白樺派のカレー＞

湖北台店
所： 千葉県我孫子市湖北台1-18-3
　　ＪＲ成田線湖北駅南口徒歩1分
問： 04-7188-5543
営：9：00 ～19：00
休：不定休

一個 300 円（税別）

我孫子店
所：千葉県我孫子市我孫子 4-1-7 
　　パークヒルズ我孫子
　　ＪＲ常磐線我孫子駅北口徒歩 4分
問：04-7183-1122
営：10：00 ～19：00
休：不定休

うなきち焼の販売は
14：00～18：00まで

第 35回

10：00 ～15：00（雨天実施・荒天中止）10：00 ～15：00（雨天実施・荒天中止）

我孫子市役所農政課℡.04-7185-1111（内線 502）

○農産物共進会　市内業者が丹
精込めて栽培した農産物を表彰！
投票いただいた方には野菜をプレ
ゼント！表彰終了後から出品農産
物を販売します。
投　票　10：30 ～11：30
展　示　10：00 ～13：30
表彰式　14：00 ～14：30

○無料配布コーナー　ポップコーン（先着200 名）、イベントの最後には
餅まきイベントと苗木プレゼントがあります！　○農業資材の無料提供
コーナー　○ちばエコ農産物アンケート（回答者にちばエコ米プレゼント）
○新規就農者焼き芋販売・就農相談コーナー　○栽培相談コーナー
○堆肥展示＆配布コーナー　など、見どころ盛りだくさん。飲食コーナー
やお子さんが楽しめる輪なげ、バルーン販売コーナーもあり！

第６回

臨時駐車場は湖北台東小学校になります。

鳥の博物館
イベント情報
1112
土

◆鳥の博物館一時休館のお知らせ◆
鳥の博物館はこのたび、空調設備更新工事のため、平成 28 年 11月 7日から
平成 29 年 1 月 31 日までの予定で休館します。自然観察会「てがたん」は
休館期間中も毎月第２土曜日の午前１０時から実施します。

散歩感覚で楽しむ自然観察会です。

「カモいろいろ」

「葉っぱの形で木の名がわかるかな？」

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

1210
土

手賀沼では、晩秋になると冬越しに

渡ってきたカモたちで賑わいます。カ

モの種、雌雄、繁殖羽への換羽状況、

生態などのいろいろを観察します。

葉を拾ったけど、何の葉か分か

らない。そんな時は葉の形、

鋸歯の有無、柄の長さ、そして

互生か対生かをメモしましょう。

これを手がかりに、木の名前さ

がしにチャレンジします。

時間‥10：00～12：00（雨天中止）
集合場所‥博物館入口（予約不要）
費用‥保険料として100円（高校生以上）

福一

千葉県我孫子市高野山 234-3／℡.04-7185-2212

新しくふるさと産品に
加わりました！
新しくふるさと産品に
加わりました！

新しくふるさと産品に
加わりました！
新しくふるさと産品に
加わりました！

湖北台店湖北台店

メヌエット
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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
HomePage

LIVE !

11/ 7（月）13：00 ～ 11/17（木）12：00

11/18（金）18：00 ～

11/21（月）12：00 ～ 11/27（日）18：00 

11/30（水）9：00 ～ 12/ 4（日）16：00 

12/ 9（金）13：00 ～ 12/15（木）16：00

「第59回我孫子市文化祭書道展」

アビスト de Night☆

「東葛駅伝写真展」

「ナガサキ原爆被災展
　　　　～我孫子から平和を願う～」

「第三十一回
　　　手賀沼写真コンクール展示会」

杉村楚人冠記念館 情報

1120
日

14：00 ～15：00

開館 9:30 ～16:30（16:00までに入館）／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

＊
３
館
と
は
、
鳥
の
博
物
館
・
白
樺
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学
館
・
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村
楚
人
冠
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念
館
の
こ
と
で
す
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朗読のひととき～白樺派を知る②～

場　所‥白樺文学館地階音楽室
定　員‥先着20 名（電話で要予約）　
参加費‥無料（ただし入館料がかかります）

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

11月の朗読のひとときは「白樺派を知る②」をテー
マに開催します。第2弾は柳宗悦と雑誌『白樺』
の関係について取り上げます。多彩なスタッフに
よる朗読と、学芸員のトークをお楽しみください。

1113
日

14：00 ～15：00

10：00 ～15：00（天候等により一部内容変更の場合もあり）

1127
日

11：00 ～16：00

白樺サロンのひととき～秋～

場　所‥白樺文学館1階ピアノサロン
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）

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「秋」がテーマです。

◆新うなきちスイーツ＆白樺派のカレー特集！
　笑福・メヌエット・福一・茶豆
◆あびこん「新そば祭り」＆「農業まつり」
◆自然観察会てがたん　◆我孫子市和太鼓祭り
◆日立総合経営研修所庭園公開～紅葉の庭園を巡る～　◆郷土芸能祭
◆健康フェア 2016　◆あびこ国際交流まつり 2016
◆白樺文学館イベント情報　◆講演「没後百年　夏目漱石を語る」

◆新うなきちスイーツ＆白樺派のカレー特集！
　笑福・メヌエット・福一・茶豆
◆あびこん「新そば祭り」＆「農業まつり」
◆自然観察会てがたん　◆我孫子市和太鼓祭り
◆日立総合経営研修所庭園公開～紅葉の庭園を巡る～　◆郷土芸能祭
◆健康フェア 2016　◆あびこ国際交流まつり 2016
◆白樺文学館イベント情報　◆講演「没後百年　夏目漱石を語る」

12 3
土

12 4
日

杉村楚人冠記念館
我孫子市民図書館  共催連続講演会

「没後百年 夏目漱石を語る」
14：00 ～（13：30 開場）

所 我孫子市生涯学習センター アビスタ  ホール
JR 我孫子駅南口より南へ徒歩10 分の手賀沼公園内

問 我孫子市民図書館アビスタ本館℡.04-7184-1110

所 我孫子市生涯学習センター アビスタ
JR 我孫子駅南口より南へ徒歩10 分の手賀沼公園内

申込 問 健康フェア実行委員会事務局（健康づくり支援課内）℡.04-7185-1126
所 あびこ市民プラザ JR 我孫子駅北口より北へ徒歩 5分（あびこショッピングプラザ内）
問 我孫子市国際交流協会（AIRA）℡.04-7183-1231

入場無料
要予約（定員各120 名）

講師‥有山輝雄さん（メディア史研究者）
テーマ「明治末期の新聞と漱石」
講師‥石﨑 等さん（立教大学名誉教授）
テーマ「漱石と杉村楚人冠」

両日参加の方には、図書館オリジ
ナル読書ノートをプレゼント！
予約受付は市民図書館アビスタ本
館カウンターまたはお電話で受け
付けます。

申込 問 白樺文学館まで電話予約

1127
日

白
樺
文
学
館

イ
ベ
ン
ト
情
報

杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館共催連続講演会「没後百年  夏目漱石を語る」の開催に合わせ、
白樺文学館では12／ 3（土）・4（日）の2日間「志賀直哉宛夏目漱石書簡特別公開」を行います。

健康フェア2016
～健康寿命を延ばそう！Smart  Life  Project ! ～

第 25回 あびこ国際交流まつり2016
友好を翼に乗せて
「異文化交流の輪～25年目の感謝をこめて～」

http://www.e-aira.jp

入場無料

我孫子の新名物を味わう。我孫子の新名物を味わう。

・健康に関して楽しみながら体験できるブース（出展：医師会、歯科医師会など）
・子どものぜんそくや禁煙方法等について学べる講演会
・親子で楽しめる企画、スタンプラリー
※講演会のみ事前申し込み制（先着５０名）事務局へ

【ギャラリー】世界各国の民芸品・飲物販売、AIRA 活動紹介コーナー
 キッズ・軽食コーナー、「生け花」展示など
【ロビー】 10：15 ～15：00‥「外国人の着物着付け体験」（要事前予約）
　　　　10：30 ～15：00‥「お茶席」表千家（300 円）
【ホール】 13：00 ～13：30‥25 周年記念行事：フルートとピアノの演奏
　　　　13：30 ～16：00‥台湾の民族舞踊、日本語・外国語講座生の発表
 ハンドベル、ヒップポップダンス、抽選会

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！

うなきちさんとチーバくん、あびかちゃんも遊びに来ます。
是非ご家族でご来場ください。

＜うなきち焼＞ ＜うなきちさんのおやつ＞

＜うなきちさんのクッキー＞ ＜白樺派のカレー＞

＜うなきち焼＞ ＜うなきちさんのおやつ＞

＜うなきちさんのクッキー＞ ＜白樺派のカレー＞

『白樺』12巻 4号




