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杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館  共催白樺文学館イベント情報

時　間　9:30 ～16:30（16:00 までに入館）／休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）
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（鳥の博物館、杉村楚人冠記念館共通）
所在地　千葉県我孫子市緑 2-11-8　電話：04-7185-2192

千葉県我孫子市の情報発信基地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我孫子インフォメーションセンター

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

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！
●プチぷら
　地元出身歌手の三令さんによるレポート

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 !

LIVE !

我孫子市書道連盟展示
（9/9（金）17：00に作品の入れ替えがございます。）

参加店舗
募集！

江戸時代、手賀沼の鴨は贈答品として珍重されて
いました。きっと白樺派の文人も好んで食べていた
ことでしょう。そんな鴨を通して我孫子をもっと盛
り上げたい！という想いを込めて今年も「鴨料理
キャンペーン」を実施します。

詳細はアビシルベホームページをご覧ください。

ママへのごほうびフェスタ2016

9 4
日

8 28
日

第1回楚人冠講座「大正の我孫子に暮らした人々 」

問 杉村楚人冠記念館 Tel.04-7182-8578/ 我孫子市民図書館 Tel.04-7184-1110

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

所 生涯学習センターアビスタ　第 2学習室

申 問 白樺文学館 Tel.7185-2192　所

杉村楚人冠の作品を読み、その内容を知る講座です。今回は、
大正時代の我孫子に暮らしていた人々にスポットをあて、そ
の暮らしぶりや、楚人冠の周辺にいた個性的な人物について
学びます。

定員：40 名（予約順）　参加費：無料
予約受付：8月2日9 時 30 分より前日まで
　　　　　市民図書館アビスタ本館　カウンター
　　　　　または電話（04-7184-1110）で受付

終了後、希望者の方に杉村楚人冠記念館ガイドツアーを
開催します。（要入館料　一般 300 円）　

「白樺サロンのひととき～夏～」
14:00 ～1時間程度

9 3
土

10:00 ～15:3010:00 ～15:30

※イベント開催時とは椅子や机の配置は異なります。

白樺文学館1階ピアノサロン

問 我孫子市子育て支援センターTel.04-7185-1915

所 アビイクオーレ
千葉県我孫子市本町 3-2-28（JR 我孫子駅南口徒歩1分）

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
小話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「夏」がテーマです。

TEGAスタンプラリー2016 ９月１日（木）～１１月３０日（水）
スタンプは、我孫子市・印西市・柏市の１7ヵ所に設置しています。Ｔ・Ｅ・Ｇ・Ａの４つのゾーンから各１ヵ所ずつ、計３つ以上のスタンプを集めて
素敵な賞品をGETしよう！　※集めたスタンプの個数によって選べる景品が異なります。　※応募は１人１通に限ります。

詳しい応募方法は 8月下旬頃から配布の
TEGA スタンプラリーパンフレットをご覧ください。
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T ゾーン
○我孫子市鳥の博物館
（11/7から2017/1/31まで空調設備工事のため休館になります。ご注意ください。）
　電話：０４－７１８５－２２１２
　住所：我孫子市高野山２３４－３
○我孫子市杉村楚人冠記念館
　電話：０４－７１８２－８５７８
　住所：我孫子市緑２－５－５
○あびこ農産物直売所（あびこん）
　電話：０４－７１０８－３１７１
　住所：我孫子市我孫子新田２２－４
○我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）
　電話：０４－７１００－００１４
　住所：我孫子市本町２－２－６
○我孫子市白樺文学館
　電話：０４－７１８5－２１９２
　住所：我孫子市緑２－１１－８

Ｅゾーン
○道の駅しょうなん
　電話：０４－７１９０－１１３１
　住所：柏市箕輪新田５９－２
○満天の湯
　電話：０４－７１９１－４１２６
　住所：柏市箕輪新田６８－１
○かしわインフォメーションセンター
　電話：０４－７１６８－８６８６
　住所：柏市柏１－１－１１
○セブンパークアリオ柏
　電話：０４－７１９２－６６８０
　住所：柏市大島田９５０－1

Ｇゾーン
○手賀の丘公園
　電話：０４－７１９３－００１０
　住所：柏市片山２７５
○手賀の丘少年自然の家
　電話：０４－７１９１－１９２３
　住所：柏市和泉１２４０－１
○手賀沼フィッシングセンター
　電話：０４－７１８５－２４２４
　住所：柏市曙橋字若鮎１
○旧井上家住宅
　（我孫子市文化・スポーツ課）
　電話：０４－７１８５－１５８３
　住所：我孫子市相島新田１

Ａゾーン
○印西市松山下公園総合体育館
　電話：０４７６－４２－８４１７
　住所：印西市浦部２７５
○いんざいぶらり川めぐり船発着所
　（中央公民館裏）
　電話：０４７６－４５－５３００
　　　　（予約先：印西市観光情報館）
　住所：印西市大森３９３４－１
○厳島神社
　住所：印西市大森４３３６
○印西市観光情報館
　電話：０４７６－４５－５３００
　住所：印西市中央北３－２

あびこで
子育て

１日中家族が楽しく遊べる体験ブースや、子育
てが楽しくなる＆親子の思い出に残るイベント
が盛りだくさん！
地元大学・高校の学生や市認定子育てサポー
ターの応援もあり、地域一体となってできる交
流活動の場としても盛り上がりを見せています。
日頃育児を頑張っているママたちへ、ほっと一
息つけるリフレッシュの時間をプレゼント！家族
みんなで遊びに来てね！

8/8（月）～8/14（日）

8/19（金）

8/21（日）

8/22（月）～8/26（金）

8/27（土）

8/28（日）

9/3（土）

9/5（月）12：00 ～ 9/15（木）12：00

夏休み子ども自然教室～谷津の虫をみてみよう！～

アビスト de Night☆

ライブ・オン・アビシルベ

第9回あびこカッパまつりPR展示

第9回あびこカッパまつり

第9回あびこカッパまつり予備日

ママへのごほうびフェスタ

◆おまつり開催情報
   ・第 9回あびこカッパまつり
   ・天王台地区市民まつり＆盆踊り
   ・柴青睦～第15回天王台ふれあい夏祭り
◆鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館 イベント情報
◆手賀沼トライアスロン
◆ひまわりイベント
◆あびわんグランプリ
◆ママへのごほうびフェスタ
◆TEGAスタンプラリー　　　など…

◆おまつり開催情報
   ・第 9回あびこカッパまつり
   ・天王台地区市民まつり＆盆踊り
   ・柴青睦～第15回天王台ふれあい夏祭り
◆鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館 イベント情報
◆手賀沼トライアスロン
◆ひまわりイベント
◆あびわんグランプリ
◆ママへのごほうびフェスタ
◆TEGAスタンプラリー　　　など…

しせいむつみしせいむつみ

我 孫 子 の 夏 は

ま だ ま だ 熱 い  ！

我 孫 子 の 夏 は

ま だ ま だ 熱 い  ！
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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

公園坂通り
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手賀沼フィッシングセンター

アビシルベ

アビイクオーレ
けやきプラザ

根戸新田

8 27
土

11:00 ～21:00　※雨天時 28日（日）
毎年たくさんの人でにぎわうあびこカッパまつり。
今年もイベント盛りだくさん！

8 20
土

13:00 ～20:00　※荒天中止

問 あびこカッパまつり実行委員会事務局 Tel.080-6652-9229

所 JR 我孫子駅南口前大通り
けやきプラザ前広場
手賀沼公園坂通り

問 天王台ふれあい夏祭り実行委員会・鴨田 Tel.090-3227-5343
所 JR 天王台駅北口大通り（天王台駅北口徒歩３分）

問 天王台地区市民まつり実行委員長・伊藤 Tel.04-7182-0954
所 天王台西公園（天王台駅南口徒歩３分）

問 tega_tora_0827@yahoo.co.jp 事務局 Tel.080-5019-8554

所 千葉県柏市箕輪新田
手賀沼および手賀沼自然ふれあい緑道

問 abiko.jc@gmail.com　Tel.080-3738-1976（9:00～17:00）
主催 一般社団法人我孫子青年会議所　後援：我孫子市／我孫子市商工会
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

問 我孫子市役所農政課　農業振興担当 Tel.04-7185-1111（内線３312）

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

※開催に伴い交通規制が行われます。
　我孫子南口駅前通り 12:00 ～21:30
　我孫子南口駅前ロータリー 16:00 ～21:30
　公園坂通り 16:00 ～18:00
　状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

・河童音頭大行進　17:00 ～18:30
　公園坂通りから我孫子駅南口まで河童音頭による行進は圧巻！
・仮装河童音頭コンテスト　17:00 ～18:30
　毎年恒例の仮装河童音頭！踊りや仮装が素晴らしかったチームは
表彰されます。

・カッパダンス＆河童音頭輪踊り　18:30 ～19:30
・ステージイベント　
　アビシルベステージ11:00 ～16:00
　駅前大通りステージ12:30 ～20:30
　プロのアーティスト・地元の団体による演奏パフォーマンス・ダン
スなどが楽しめます。

・子どもハローワーク　11:30 ～15:00
　小学生高学年の子ども達がお仕事を体験するプログラム。お仕事
の後はアビー（地域通貨）がもらえるのでそれで当日会場内でお
買い物ができますよ！

・竹宵　18:00 ～21:00
　竹で作成した灯籠で我孫子駅前の夜を幻想的に演出！
・売店　11:00 ～21:00
　駅前通り・けやきプラザ広場において市内商業者による飲食店物
販の出店があります！

柴青睦
　～第15回天王台ふれあい夏祭り

しせいむつみ

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

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

今年で１５回目を迎える天王台ふれあい
夏祭り（柴青睦祭）は天王台北口商店
会と地元５自治会とがタッグを組んだ
夏祭りです。日中からイベント盛りだく

さんで大盛り上がり。また、
夜には全長４００m の会場を
照らす一直線に並んだＬＥＤ
バルーン照明が美しく輝き、
一見の価値ありです。どうぞ
ご家族連れでお越しください。

8 27
土

8 21
日

8 21
日

11:50 ～21:00　※雨天時 28日（日）

天王台地区市民まつり＆盆踊り

昨年は、誕生したばかりの天王台商店会イメージキャラク
ター「天ちゃん」が祭りを大いに盛り上げ、子ども達も大喜
びでした。益々充実してきた「子どもゲームコーナー」は祭
りのメインに成長し、子ども達の列が絶えません。昼間は子
どもから大人まで幅広い世代が楽しめる素敵なコンサートや
イベント、夜は老若男女入り混じっての歴史ある天王台盆踊
りと、時を忘れて一日中楽しめるお祭りです。みなさまのご
来場をお待ちしております。

天ちゃん 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

鳥の博物館 イベント情報 8 13
土

9 10
土

9 3
土

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

10:00 ～12:00

16:30 ～19:00

「魚を釣って観察しよう」

10:00 ～12:00「帰る鳥・来る鳥」

あびこ自然観察隊

集合場所：鳥の博物館玄関（雨天中止・申し込み不要）
参加費：保険料として100 円（高校生以上）

夏の遊びと研究大集合2016

時間：13:30 ～1時間程度
対象：小学生以上
（小学生未満は保護者同伴で参加可）
参加費：無料（別途入館料がかかります）
定員：30人（申し込み不要）
先着順13:25 開場
材料がなくなり次第終了になります。

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

競技種目 / 距離：
スイム1.5km・バイク40kｍ・ラン10km ・トータル 51.5km
状況によりコース・距離・種目に変更が出る場合がございます。
参加人数：約 個人400 名・リレー50チーム
※参加者募集は終了しております

8:10スタート
（雨天決行）

今年もこの季節がやってきた！水陸で繰り広げられる
熱い挑戦を応援しに行きましょう！
柏側手賀大橋周辺がスタート・フィニッシュ地点に
なり、我孫子市役所が臨時駐車場になります。 
詳しくは手賀沼トライアスロン大会公式ホームページ
（http://tegatora.jp/）をご覧ください。

身近な物を使って竿や仕掛
けをつくり、どんな魚がど
れだけとれるか調べてみま
しょう。

8/11（木・祝）メダカでアクアリウム
8/13（土）ばしゃばしゃペンギン
8/14（日）実物大！羽図鑑
8/20（土）ブーブーかも笛
8/21（日）土壌生物クマムシを観察しよう
8/27（土）ばしゃばしゃペンギン
8/28（日）くるくる鳥ひこうき

渡り鳥はいったいどこから来てどこへ帰っていくの
でしょうか。現在では様々な調査によって渡りの
経路が分かってきました。手賀沼に来る渡り鳥を
観察・解説します。

第 76回企画展示「我孫子の鳥図鑑」-市内で見られる全種の標本 - 11/6（日）まで開催中！夏休みの自由研究にもぴったりの展示です。

「鳴く虫観察会」

集合場所：鳥の博物館玄関に16：30　荒天中止
定員：30 名（小学生以下は保護者同伴のこと）
申込：先着順　電話にて鳥の博物館まで
参加費：100 円（保険料として）

バッタやコオロギの仲間は、暗くなるとそれ
ぞれの声で歌いだします。博物館周辺の草
地や林で採集したあと、虫の声に耳を澄まし
てみましょう。身近な草地にはどんな虫が棲
んでいるのか、一緒に探してみましょう。

メダカで
アクアリウム

ばしゃばしゃ
ペンギン

ひまわりイベントひまわりイベント８月２０日（土）・２１日（日）
８月２７日（土）・２８日（日）

（荒天の場合は中止）

入場料：無料
（ペットを連れての来場はご遠慮ください）

８月から見ごろになるひまわり。
イベントではひまわりの摘み取
り（有料）や地元農家の朝取
り野菜の販売などを予定してい
ます。夏を満喫しに行ってみて
はいかがですか？

11:00 ～15:00
15:30 表彰
雨天決行・荒天中止

地元の飲食店が我孫子産農産物
を使って作る料理を食べ比べ、あ
なたの投票で我孫子のグルメNo.1
を決める地産地消イベントです。
入場無料　1品 300 円

※「あびこ農産物直売所あびこん」に臨時駐車場（砂利駐車場）あり（21日をのぞく）

天王台ふれあい
夏祭り会場

天王台地区
市民まつり会場

鳥の博物館アビスタあびこん 白
樺
文
学
館

杉
村
楚
人
冠

記
念
館

手賀沼自然
ふれあい緑道

手賀沼遊歩道

我孫子市役所
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杉村楚人冠記念館・我孫子市民図書館  共催白樺文学館イベント情報

時　間　9:30 ～16:30（16:00 までに入館）／休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）
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（鳥の博物館、杉村楚人冠記念館共通）
所在地　千葉県我孫子市緑 2-11-8　電話：04-7185-2192

千葉県我孫子市の情報発信基地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我孫子インフォメーションセンター

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

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！
●プチぷら
　地元出身歌手の三令さんによるレポート

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 !

LIVE !

我孫子市書道連盟展示
（9/9（金）17：00に作品の入れ替えがございます。）

参加店舗
募集！

江戸時代、手賀沼の鴨は贈答品として珍重されて
いました。きっと白樺派の文人も好んで食べていた
ことでしょう。そんな鴨を通して我孫子をもっと盛
り上げたい！という想いを込めて今年も「鴨料理
キャンペーン」を実施します。

詳細はアビシルベホームページをご覧ください。

ママへのごほうびフェスタ2016

9 4
日

8 28
日

第1回楚人冠講座「大正の我孫子に暮らした人々 」

問 杉村楚人冠記念館 Tel.04-7182-8578/ 我孫子市民図書館 Tel.04-7184-1110

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

所 生涯学習センターアビスタ　第 2学習室

申 問 白樺文学館 Tel.7185-2192　所

杉村楚人冠の作品を読み、その内容を知る講座です。今回は、
大正時代の我孫子に暮らしていた人々にスポットをあて、そ
の暮らしぶりや、楚人冠の周辺にいた個性的な人物について
学びます。

定員：40 名（予約順）　参加費：無料
予約受付：8月2日9 時 30 分より前日まで
　　　　　市民図書館アビスタ本館　カウンター
　　　　　または電話（04-7184-1110）で受付

終了後、希望者の方に杉村楚人冠記念館ガイドツアーを
開催します。（要入館料　一般 300 円）　

「白樺サロンのひととき～夏～」
14:00 ～1時間程度

9 3
土

10:00 ～15:3010:00 ～15:30

※イベント開催時とは椅子や机の配置は異なります。

白樺文学館1階ピアノサロン

問 我孫子市子育て支援センターTel.04-7185-1915

所 アビイクオーレ
千葉県我孫子市本町 3-2-28（JR 我孫子駅南口徒歩1分）

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
小話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「夏」がテーマです。

TEGAスタンプラリー2016 ９月１日（木）～１１月３０日（水）
スタンプは、我孫子市・印西市・柏市の１7ヵ所に設置しています。Ｔ・Ｅ・Ｇ・Ａの４つのゾーンから各１ヵ所ずつ、計３つ以上のスタンプを集めて
素敵な賞品をGETしよう！　※集めたスタンプの個数によって選べる景品が異なります。　※応募は１人１通に限ります。

詳しい応募方法は 8月下旬頃から配布の
TEGA スタンプラリーパンフレットをご覧ください。

ス
タ
ン
プ
設
置
場
所
一
覧

T ゾーン
○我孫子市鳥の博物館
（11/7から2017/1/31まで空調設備工事のため休館になります。ご注意ください。）
　電話：０４－７１８５－２２１２
　住所：我孫子市高野山２３４－３
○我孫子市杉村楚人冠記念館
　電話：０４－７１８２－８５７８
　住所：我孫子市緑２－５－５
○あびこ農産物直売所（あびこん）
　電話：０４－７１０８－３１７１
　住所：我孫子市我孫子新田２２－４
○我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）
　電話：０４－７１００－００１４
　住所：我孫子市本町２－２－６
○我孫子市白樺文学館
　電話：０４－７１８5－２１９２
　住所：我孫子市緑２－１１－８

Ｅゾーン
○道の駅しょうなん
　電話：０４－７１９０－１１３１
　住所：柏市箕輪新田５９－２
○満天の湯
　電話：０４－７１９１－４１２６
　住所：柏市箕輪新田６８－１
○かしわインフォメーションセンター
　電話：０４－７１６８－８６８６
　住所：柏市柏１－１－１１
○セブンパークアリオ柏
　電話：０４－７１９２－６６８０
　住所：柏市大島田９５０－1

Ｇゾーン
○手賀の丘公園
　電話：０４－７１９３－００１０
　住所：柏市片山２７５
○手賀の丘少年自然の家
　電話：０４－７１９１－１９２３
　住所：柏市和泉１２４０－１
○手賀沼フィッシングセンター
　電話：０４－７１８５－２４２４
　住所：柏市曙橋字若鮎１
○旧井上家住宅
　（我孫子市文化・スポーツ課）
　電話：０４－７１８５－１５８３
　住所：我孫子市相島新田１

Ａゾーン
○印西市松山下公園総合体育館
　電話：０４７６－４２－８４１７
　住所：印西市浦部２７５
○いんざいぶらり川めぐり船発着所
　（中央公民館裏）
　電話：０４７６－４５－５３００
　　　　（予約先：印西市観光情報館）
　住所：印西市大森３９３４－１
○厳島神社
　住所：印西市大森４３３６
○印西市観光情報館
　電話：０４７６－４５－５３００
　住所：印西市中央北３－２

あびこで
子育て

１日中家族が楽しく遊べる体験ブースや、子育
てが楽しくなる＆親子の思い出に残るイベント
が盛りだくさん！
地元大学・高校の学生や市認定子育てサポー
ターの応援もあり、地域一体となってできる交
流活動の場としても盛り上がりを見せています。
日頃育児を頑張っているママたちへ、ほっと一
息つけるリフレッシュの時間をプレゼント！家族
みんなで遊びに来てね！

8/8（月）～8/14（日）

8/19（金）

8/21（日）

8/22（月）～8/26（金）

8/27（土）

8/28（日）

9/3（土）

9/5（月）12：00 ～ 9/15（木）12：00

夏休み子ども自然教室～谷津の虫をみてみよう！～

アビスト de Night☆

ライブ・オン・アビシルベ

第9回あびこカッパまつりPR展示

第9回あびこカッパまつり

第9回あびこカッパまつり予備日

ママへのごほうびフェスタ

◆おまつり開催情報
   ・第 9回あびこカッパまつり
   ・天王台地区市民まつり＆盆踊り
   ・柴青睦～第15回天王台ふれあい夏祭り
◆鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館 イベント情報
◆手賀沼トライアスロン
◆ひまわりイベント
◆あびわんグランプリ
◆ママへのごほうびフェスタ
◆TEGAスタンプラリー　　　など…

◆おまつり開催情報
   ・第 9回あびこカッパまつり
   ・天王台地区市民まつり＆盆踊り
   ・柴青睦～第15回天王台ふれあい夏祭り
◆鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館 イベント情報
◆手賀沼トライアスロン
◆ひまわりイベント
◆あびわんグランプリ
◆ママへのごほうびフェスタ
◆TEGAスタンプラリー　　　など…

しせいむつみしせいむつみ

我 孫 子 の 夏 は

ま だ ま だ 熱 い  ！

我 孫 子 の 夏 は

ま だ ま だ 熱 い  ！


