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我孫子の祭り、真夏のうなぎ

・我孫子市内お祭り開催情報
・うなぎで夏を乗り切る
・蓮・ひまわり情報
・谷津の蛍をみにいこう
・鳥の博物館夏のイベント　など…

8/6（土）ゴーストミミズクを作ろう
8/7（日）ブーブーカモ笛をつくろう
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を作ろう
8/14（日）実物大！羽図鑑をつくろう

8/20（土）ブーブーカモ笛をつくろう
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を作ろう
8/28（日）くるくる鳥ひこうきをつくろう

7月 9日（土）～11月 6日（日）

7月12日（火）～10月2日（日）

8月 8日（月）～8月22日（月）

鳥の博物館 イベント情報 8 13
土

8 13
土

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん「我孫子の鳥図鑑」
―市内で見られる全種の標本―

10:00 ～12:00

「魚を釣って観察しよう」

テーマトーク 13:30 ～14:15（13:15 開場）

「ミソサザイってどんな鳥？ こんな鳥」「ミソサザイってどんな鳥？ こんな鳥」

定員：50 名　参加費：無料（ただし入館料がかかります）

第 76 回企画展

鳥の博物館や我孫子市では、これ
までに我孫子市内と手賀沼の鳥類
の調査を行ってきました。それら
の調査の成果をまとめ、この地域
で記録されている鳥類約 270 種に
ついて、標本と生態写真で展示を
行います。我孫子市内ではどんな
種類の鳥の記録があるのか知りた
い方や、身近な鳥について調べる
夏休みの自由研究にもぴったりの
展示です。

我孫子市産のマガンの標本

我孫子市産のカワセミの標本

身近な棒や竹を釣竿にして魚を釣ってみましょ
う。また、「もんどり」という仕掛けを使います。
どんな魚がどれだけとれるか調べてみましょう。

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

講師：齊藤武馬さん（山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

場所：鳥の博物館 2階 多目的ホール

鳥の博物館夏休みイベント
夏の遊びと研究大集合2016

時間：13:30 ～一時間程度
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
イベント開始15分前より受付、材料がなくなり次第終了になります。ばしゃばしゃペンギンメダカでアクアリウム

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

・杉村楚人冠記念館展示入れ替えのご案内・

臨時国語調査会委員辞令（杉村家蔵）
時　間　9:00 ～16:30（16:00 までに入館）
休館日　月曜日（７月１８日、９月１９日は開館）、７月１９日、９月２０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、白樺文学館共通）
所在地　千葉県我孫子市緑 2-5-5　電話：04-7182-8578

企画展

「ことばに向き合う～新聞記者杉村楚人冠の国語論」
杉村楚人冠をはじめとする多くの新
聞関係者が参加した大正時代の臨
時国語調査会は、いま私たちが使
う日本語に大きな影響を与えていま
す。その臨時国語調査会をはじめ
とする資料から、楚人冠がことば
に向き合った姿勢をみる展示です。

「原爆写真と平和祈念の折り鶴」展「原爆写真と平和祈念の折り鶴」展

問 我孫子市役所社会福祉課 Tel.04-7185-1111（内線：645）

所 アビスタ（我孫子市生涯学習センター）１階ストリート
JR 我孫子駅南口より南へ徒歩10 分の手賀沼公園内

戦争を知らず、広島と長崎に原爆が投下されたことも知らない世代が増え、
戦争や被爆の記憶が薄れつつある今日、唯一の原爆被爆国民として戦争
や原爆の恐ろしさを忘れることなく永く後世に伝えていくため原爆に関する
写真と折り鶴を展示します。
これに先立ち、『折り鶴づくり運動』として市民から折り鶴を募集します。
アビシルベでも折り鶴を入れる回収箱を設置します。
回収期間：7/4（月）～7/20（水）

実施主体：我孫子市原爆被爆者の会・我孫子市（共催）

手賀沼花火大会 撮影：平嶋 哲史

八坂神社祭礼

根戸の蓮

ひまわり迷路

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
7/5（火）～7/13（水）
カヌーにふれてみよう！
7/15 (金) 18時～
アビスト de Night☆
7/16（土）・17（日）
試食だってOKな…地どれ！朝どれ！
あびこ菜！！第二弾
7/17（日）
ライブ・オン・アビシルベ
7/19（火）～7/24（日）
あびこのおみやげ買えるうなぁ
7/26（火）～8/5（金）17:00まで
懐かしの映画ポスター展第14 弾
「リオデジャネイロオリンピック開催記念
　スポーツ映画ポスター展」
8/8（月）～8/14（日）
あびこの谷津の昆虫や生きものたち展
～生きものの多様性を大切にしましょう！！～
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LIVE !

LIVE !

うな藤 お賀川～OGAWA～



GS 花ハス

根戸城址
手賀沼ファーム
駐車場

冬水
田んぼ

あびこん

至 我孫子駅

手 賀 沼
手賀沼公園

ひまわり
迷路

P

アビスタ

2 3

Vol. 40  2016 年 7月

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」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

アビスタ
志賀直哉邸跡

手賀沼自然ふれあい緑道
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手賀沼親水広場
　　　（水の館） 手賀沼

手賀沼公園

我孫子
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あびこショッピングプラザ
けやきプラザ

アビイクオーレ

手賀沼の小池

八坂神社祭礼 7/16（土）・17（日）
湖北祭 7/16（土）・17（日）
つくし野夏まつり 7/30（土）・31（日）
手賀沼花火大会2016 8/  6（土）荒天の場合 8/7（日）
柴青睦～天王台ふれあい夏祭り 8/20（土）ス
あびこカッパまつり 8/27（土）予備日28（日）ス
天王台地区市民まつり 8/27（土）予備日28（日）ス
竹内神社例大祭 9/17（土）・18（日）・19（月）
ほくほくサンバ 9/25（日）ス

我
孫
子
市
内
お
祭
り
開
催
情
報

※当日、大会に伴う交通規制が
　行われます。詳しくは我孫子
　市ホームページをご覧下さい。

手賀沼花火大会手賀沼花火大会 2016
8 6
土

7 16
17
土
日

荒天の場合 8/7（日）
19:00 ～20:30
（打上開始19:10）

打上場所：手賀沼湖上
　　　　（台船より打上）
打上予定数：約13,500 発

撮影：平嶋 哲史

問

問

所
当日のご案内テレホンガイド
Tel.0180-991-1155

手賀沼花火大会我孫子会場
実行委員会
Tel.04-7182-3131

手賀沼花火大会我孫子会場
実行委員会
Tel.04-7182-3131
当日のご案内テレホンガイド
Tel.0180-991-1155

八坂神社祭礼八坂神社祭礼

小熊さんTel.04-7182-2731

我孫子八坂神社周辺
（JR 常磐線我孫子駅南口徒歩2分）

小熊さんTel.04-7182-2731

我孫子八坂神社周辺
（JR 常磐線我孫子駅南口徒歩2分）

※当日、祭礼に伴う交通規制が行われます。
詳しくは広報あびこ 7 月 1 日号をご覧下さい。
（広報あびこは我孫子市ホームページからもご
覧いただけます。）

17日は大神輿が山車を引きつれ町を
練り歩きます。
八坂神社前／出発 11:00
　　　　　　到着16:55
八坂神社納め　　21:00
16 日は夕方ごろから、17日は昼頃か
ら屋台も立ち並びます。

～うなぎで夏を乗り切る～～うなぎで夏を乗り切る～～うなぎで夏を乗り切る～

所：千葉県我孫子市本町 1-2-2 ライフ我孫子 1F　問：04-7186-2433
営業時間：11:00 ～14:00（LO/13:00）17:00 ～21:00（LO）
定休日：木曜日　駐車場：2台

江戸時代から「丑の日に“う”から始まる食べ物を食べると夏負けしない」
という風習があります。そこに目をつけてうなぎを売りだす提案をした
のは平賀源内でした。約 200 年たった現在も土用の丑の日といえば
やっぱりうなぎですよね！ 今年の土用の丑の日は7/30（土）です！

江戸時代から「丑の日に“う”から始まる食べ物を食べると夏負けしない」
という風習があります。そこに目をつけてうなぎを売りだす提案をした
のは平賀源内でした。約 200 年たった現在も土用の丑の日といえば
やっぱりうなぎですよね！ 今年の土用の丑の日は7/30（土）です！

炭火焼うなぎ
うな藤

所：千葉県我孫子市青山台3-6-7
問：04-7183-0787
営業時間：11:00 ～14:00
　　　　　17:00 ～20:00
定休日：月曜日　駐車場：５台

うな重 2,700 円　吸い物、お新
香付（肝吸いは100 円増）
かば焼き　白焼き　2,484 円
（価格は税込み）

割きたてのうなぎを備長炭でいっきにかば

焼きまで仕上げるので脂の旨味が生きてい

ます。今年で開業 31 年目。タレにも年季

が入ってきました。

NPO法人「手賀沼トラスト」が栽培する蓮の花。

7月がちょうど見頃です。約600㎡の田んぼに咲き乱れる

美しい蓮をお楽しみください。

費用：無料
駐車場：あびこ農産物直売所「あびこん」の
　　　　砂利駐車場をご利用ください

ひまわり迷路と
クイズに挑戦！
ひまわり迷路と
クイズに挑戦！
7月28日（木）～ 7月31日（日）
10:00 ～16:00　※雨天順延

背の高いひまわりで作られた迷路を巡りながら
クイズに挑戦！
毎年恒例の夏をめいっぱい感じられるイベントです。

問
所
NPO 法人手賀沼トラスト　桐石 Tel.090-9853-3862

千葉県我孫子市根戸新田字船戸

問

問

所

NPO 法人手賀沼トラスト事務局
富沢 Tel.04-7115-1109

千葉県我孫子市根戸新田の田んぼ
（手賀沼ふれあいライン沿い）

駐車場：手賀沼ファーム駐車場をご利用ください

蓮が見頃です蓮が見頃です

谷津の蛍をみにいこう谷津の蛍をみにいこう

我孫子市役所手賀沼課 Tel.04-7185-1484 問 手賀沼の小池 Tel.04-7182-1015

所 千葉県我孫子市我孫子新田 22

問 我孫子市教育委員会　文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1604
所 千葉県我孫子市岡発戸1395

※駐車場等がありませんので、公共の交通機関を
　ご利用ください。
　詳しい地図や、お越しの際の約束などは我孫子
　市ホームページ「谷津ミュージアム」の項目を
　ご覧下さい。

【アクセス】
電車　ＪＲ成田線（水空ライン）東我孫子駅
　　　下車徒歩 5分
バス　中央学院高校バス停下車徒歩3分
湖北台10丁目バス停下車徒歩3分

手賀沼蓮見舟手賀沼蓮見舟

※8/6・7・13はお受けできません　※荒天休行
駐車場：10 台有

7/25（月）～ 8/26（金）まで舟で手賀沼へくり出し間近で蓮を楽し
めます。３人から運行　費用：1000 円（税込）
割烹旅館角松本店での蓮見舟限定ランチ付きもご用意しています。
費用：船代込み5000 円（税込）どちらのプランも要予約。
詳しくは手賀沼の小池へお問い合わせください。

谷津ミュージアムでは 7 月中旬～ 8 月上
中旬頃までヘイケボタルを見ることがで
きます。最盛期は7月下旬頃です。

蛍をみるときは
・ホタルを、持ち帰ったりしないようにしましょう。 
・懐中電灯やフラッシュ等の使用は控えましょう。
・虫よけスプレー等は谷津内使用禁止。谷津の外
   で使用しましょう。

※谷津田は農家の方の仕事場（私有地）が多い
　ため、身勝手な行動はやめましょう。

夏といえばキャンプ＆BBQ夏といえばキャンプ＆BBQ
夏といえばアウトドア！ 我孫子市内で BBQ やキャンプを

楽しめるスポットを紹介します。

駐車場：普通車 40 台

問 我孫子市役所公園緑地課 Tel.04-7185-1542
所 千葉県我孫子市岡発戸字明門作 1408駐車場：普通車 21台、

　　　　大型車 3台収容可能

ふれあいキャンプ場

芝生が広がる開放的な
キャンプ場です。年末年
始を除く毎日デイキャンプ
の利用が可能。4 月～ 10
月いっぱいは宿泊もでき
ます！
屋根付きの炊事棟には流
し台を完備。かまどもあ
るのでご飯の用意が楽チ
ン！ 網や包丁、まな板は
無料で貸し出しを行って
います。

五本松公園
ふれあいキャンプ場に隣接し

ている公園です。樹木のおかげで日陰が多く、夏場でもひ
んやりとした空気が魅力。南端からは手賀沼が見下ろせま
す。アスレチックで遊ぶもよし、自然観察をするもよし、
森林浴をしながら散歩するもよし！子供から大人まで様々
な楽しみ方ができます。こちらは BBQ の利用が可能です。
（ご利用一週間前までにお電話にてご予約ください。）

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

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

手賀沼花火
柏第１会場

柏第２会場

我孫子会場

お賀川
我孫子店

手賀沼の
うなきちさん

注文を頂いてから割くので、とて

も新鮮！ 割いているところも見

ることができます。蒸してから焼

く関東風、一気に焼き上げる関

西風。お好きな方をお選びいた

だけます。半分ずつのせる贅沢

も可能！ 焼き上げには土佐備長

炭を使用しています。

うな重・白焼き・蒲焼・ひつまぶしは
それぞれ並 2,000 円～
お得なうな重ランチは1,300 円
（価格は税別）

お賀川～OGAWA～
我孫子店

花ハス

ひまわり迷路



GS 花ハス

根戸城址
手賀沼ファーム
駐車場

冬水
田んぼ

あびこん

至 我孫子駅

手 賀 沼
手賀沼公園

ひまわり
迷路
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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」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

アビスタ
志賀直哉邸跡

手賀沼自然ふれあい緑道

うな藤

手賀沼遊歩道

旧
村
川
別
荘

子
の
神
大
黒
天

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

アビシルベ

あびこショッピングプラザ
けやきプラザ

アビイクオーレ

手賀沼の小池

八坂神社祭礼 7/16（土）・17（日）
湖北祭 7/16（土）・17（日）
つくし野夏まつり 7/30（土）・31（日）
手賀沼花火大会2016 8/  6（土）荒天の場合 8/7（日）
柴青睦～天王台ふれあい夏祭り 8/20（土）ス
あびこカッパまつり 8/27（土）予備日28（日）ス
天王台地区市民まつり 8/27（土）予備日28（日）ス
竹内神社例大祭 9/17（土）・18（日）・19（月）
ほくほくサンバ 9/25（日）ス

我
孫
子
市
内
お
祭
り
開
催
情
報

※当日、大会に伴う交通規制が
行われます。詳しくは我孫子
市ホームページをご覧下さい。

手賀沼花火大会手賀沼花火大会 2016
8 6
土

7 16
17
土
日

荒天の場合 8/7（日）
19:00 ～20:30
（打上開始19:10）

打上場所：手賀沼湖上
　（台船より打上）

打上予定数：約13,500 発

撮影：平嶋 哲史

問

問

所
当日のご案内テレホンガイド
Tel.0180-991-1155

手賀沼花火大会我孫子会場
実行委員会
Tel.04-7182-3131

手賀沼花火大会我孫子会場
実行委員会
Tel.04-7182-3131
当日のご案内テレホンガイド
Tel.0180-991-1155

八坂神社祭礼八坂神社祭礼

小熊さんTel.04-7182-2731

我孫子八坂神社周辺
（JR 常磐線我孫子駅南口徒歩2分）

小熊さんTel.04-7182-2731

我孫子八坂神社周辺
（JR 常磐線我孫子駅南口徒歩2分）

※当日、祭礼に伴う交通規制が行われます。
詳しくは広報あびこ 7 月 1 日号をご覧下さい。
（広報あびこは我孫子市ホームページからもご
覧いただけます。）

17日は大神輿が山車を引きつれ町を
練り歩きます。
八坂神社前／出発 11:00

　到着16:55
八坂神社納め　　21:00
16 日は夕方ごろから、17日は昼頃か
ら屋台も立ち並びます。

～うなぎで夏を乗り切る～～うなぎで夏を乗り切る～～うなぎで夏を乗り切る～

所：千葉県我孫子市本町 1-2-2 ライフ我孫子 1F　問：04-7186-2433
営業時間：11:00 ～14:00（LO/13:00）17:00 ～21:00（LO）
定休日：木曜日　駐車場：2台

江戸時代から「丑の日に“う”から始まる食べ物を食べると夏負けしない」
という風習があります。そこに目をつけてうなぎを売りだす提案をした
のは平賀源内でした。約 200 年たった現在も土用の丑の日といえば
やっぱりうなぎですよね！ 今年の土用の丑の日は7/30（土）です！

江戸時代から「丑の日に“う”から始まる食べ物を食べると夏負けしない」
という風習があります。そこに目をつけてうなぎを売りだす提案をした
のは平賀源内でした。約 200 年たった現在も土用の丑の日といえば
やっぱりうなぎですよね！ 今年の土用の丑の日は7/30（土）です！

炭火焼うなぎ
うな藤

所：千葉県我孫子市青山台3-6-7
問：04-7183-0787
営業時間：11:00 ～14:00

17:00 ～20:00
定休日：月曜日　駐車場：５台

うな重 2,700 円　吸い物、お新
香付（肝吸いは100 円増）
かば焼き　白焼き　2,484 円
（価格は税込み）

割きたてのうなぎを備長炭でいっきにかば

焼きまで仕上げるので脂の旨味が生きてい

ます。今年で開業 31 年目。タレにも年季

が入ってきました。

NPO法人「手賀沼トラスト」が栽培する蓮の花。

7月がちょうど見頃です。約600㎡の田んぼに咲き乱れる

美しい蓮をお楽しみください。

費用：無料
駐車場：あびこ農産物直売所「あびこん」の

砂利駐車場をご利用ください

ひまわり迷路と
クイズに挑戦！
ひまわり迷路と
クイズに挑戦！
7月28日（木）～ 7月31日（日）
10:00 ～16:00　※雨天順延

背の高いひまわりで作られた迷路を巡りながら
クイズに挑戦！
毎年恒例の夏をめいっぱい感じられるイベントです。

問
所
NPO 法人手賀沼トラスト　桐石 Tel.090-9853-3862

千葉県我孫子市根戸新田字船戸

問

問

所

NPO 法人手賀沼トラスト事務局
富沢 Tel.04-7115-1109

千葉県我孫子市根戸新田の田んぼ
（手賀沼ふれあいライン沿い）

駐車場：手賀沼ファーム駐車場をご利用ください

蓮が見頃です蓮が見頃です

谷津の蛍をみにいこう谷津の蛍をみにいこう

我孫子市役所手賀沼課 Tel.04-7185-1484 問 手賀沼の小池 Tel.04-7182-1015

所 千葉県我孫子市我孫子新田 22

問 我孫子市教育委員会　文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1604
所 千葉県我孫子市岡発戸1395

※駐車場等がありませんので、公共の交通機関を
ご利用ください。
詳しい地図や、お越しの際の約束などは我孫子
市ホームページ「谷津ミュージアム」の項目を
ご覧下さい。

【アクセス】
電車　ＪＲ成田線（水空ライン）東我孫子駅
　　　下車徒歩 5分
バス　中央学院高校バス停下車徒歩3分
湖北台10丁目バス停下車徒歩3分

手賀沼蓮見舟手賀沼蓮見舟

※8/6・7・13はお受けできません　※荒天休行
駐車場：10 台有

7/25（月）～ 8/26（金）まで舟で手賀沼へくり出し間近で蓮を楽し
めます。３人から運行　費用：1000 円（税込）
割烹旅館角松本店での蓮見舟限定ランチ付きもご用意しています。
費用：船代込み5000 円（税込）どちらのプランも要予約。
詳しくは手賀沼の小池へお問い合わせください。

谷津ミュージアムでは 7 月中旬～ 8 月上
中旬頃までヘイケボタルを見ることがで
きます。最盛期は7月下旬頃です。

蛍をみるときは
・ホタルを、持ち帰ったりしないようにしましょう。 
・懐中電灯やフラッシュ等の使用は控えましょう。
・虫よけスプレー等は谷津内使用禁止。谷津の外
で使用しましょう。

※谷津田は農家の方の仕事場（私有地）が多い
ため、身勝手な行動はやめましょう。

夏といえばキャンプ＆BBQ夏といえばキャンプ＆BBQ
夏といえばアウトドア！ 我孫子市内で BBQ やキャンプを

楽しめるスポットを紹介します。

駐車場：普通車 40 台

問 我孫子市役所公園緑地課 Tel.04-7185-1542
所 千葉県我孫子市岡発戸字明門作 1408駐車場：普通車 21台、

大型車 3台収容可能

ふれあいキャンプ場

芝生が広がる開放的な
キャンプ場です。年末年
始を除く毎日デイキャンプ
の利用が可能。4 月～ 10
月いっぱいは宿泊もでき
ます！
屋根付きの炊事棟には流
し台を完備。かまどもあ
るのでご飯の用意が楽チ
ン！ 網や包丁、まな板は
無料で貸し出しを行って
います。

五本松公園
ふれあいキャンプ場に隣接し

ている公園です。樹木のおかげで日陰が多く、夏場でもひ
んやりとした空気が魅力。南端からは手賀沼が見下ろせま
す。アスレチックで遊ぶもよし、自然観察をするもよし、
森林浴をしながら散歩するもよし！子供から大人まで様々
な楽しみ方ができます。こちらは BBQ の利用が可能です。
（ご利用一週間前までにお電話にてご予約ください。）

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

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

手賀沼花火
柏第１会場

柏第２会場

我孫子会場

お賀川
我孫子店

手賀沼の
うなきちさん

注文を頂いてから割くので、とて

も新鮮！ 割いているところも見

ることができます。蒸してから焼

く関東風、一気に焼き上げる関

西風。お好きな方をお選びいた

だけます。半分ずつのせる贅沢

も可能！ 焼き上げには土佐備長

炭を使用しています。

うな重・白焼き・蒲焼・ひつまぶしは
それぞれ並 2,000 円～
お得なうな重ランチは1,300 円
（価格は税別）

お賀川～OGAWA～
我孫子店

花ハス

ひまわり迷路
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我孫子の祭り、真夏のうなぎ

・我孫子市内お祭り開催情報
・うなぎで夏を乗り切る
・蓮・ひまわり情報
・谷津の蛍をみにいこう
・鳥の博物館夏のイベント　など…

8/6（土）ゴーストミミズクを作ろう
8/7（日）ブーブーカモ笛をつくろう
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を作ろう
8/14（日）実物大！羽図鑑をつくろう

8/20（土）ブーブーカモ笛をつくろう
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を作ろう
8/28（日）くるくる鳥ひこうきをつくろう

7月 9日（土）～11月 6日（日）

7月12日（火）～10月2日（日）

8月 8日（月）～8月22日（月）

鳥の博物館 イベント情報 8 13
土

8 13
土

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん「我孫子の鳥図鑑」
―市内で見られる全種の標本―

10:00 ～12:00

「魚を釣って観察しよう」

テーマトーク 13:30 ～14:15（13:15 開場）

「ミソサザイってどんな鳥？ こんな鳥」「ミソサザイってどんな鳥？ こんな鳥」

定員：50 名　参加費：無料（ただし入館料がかかります）

第 76 回企画展

鳥の博物館や我孫子市では、これ
までに我孫子市内と手賀沼の鳥類
の調査を行ってきました。それら
の調査の成果をまとめ、この地域
で記録されている鳥類約 270 種に
ついて、標本と生態写真で展示を
行います。我孫子市内ではどんな
種類の鳥の記録があるのか知りた
い方や、身近な鳥について調べる
夏休みの自由研究にもぴったりの
展示です。

我孫子市産のマガンの標本

我孫子市産のカワセミの標本

身近な棒や竹を釣竿にして魚を釣ってみましょ
う。また、「もんどり」という仕掛けを使います。
どんな魚がどれだけとれるか調べてみましょう。

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

講師：齊藤武馬さん（山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

場所：鳥の博物館 2階 多目的ホール

鳥の博物館夏休みイベント
夏の遊びと研究大集合2016

時間：13:30 ～一時間程度
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
イベント開始15分前より受付、材料がなくなり次第終了になります。ばしゃばしゃペンギンメダカでアクアリウム

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

・杉村楚人冠記念館展示入れ替えのご案内・

臨時国語調査会委員辞令（杉村家蔵）
時　間　9:00 ～16:30（16:00 までに入館）
休館日　月曜日（７月１８日、９月１９日は開館）、７月１９日、９月２０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、白樺文学館共通）
所在地　千葉県我孫子市緑 2-5-5　電話：04-7182-8578

企画展

「ことばに向き合う～新聞記者杉村楚人冠の国語論」
杉村楚人冠をはじめとする多くの新
聞関係者が参加した大正時代の臨
時国語調査会は、いま私たちが使
う日本語に大きな影響を与えていま
す。その臨時国語調査会をはじめ
とする資料から、楚人冠がことば
に向き合った姿勢をみる展示です。

「原爆写真と平和祈念の折り鶴」展「原爆写真と平和祈念の折り鶴」展

問 我孫子市役所社会福祉課 Tel.04-7185-1111（内線：645）

所 アビスタ（我孫子市生涯学習センター）１階ストリート
JR 我孫子駅南口より南へ徒歩10 分の手賀沼公園内

戦争を知らず、広島と長崎に原爆が投下されたことも知らない世代が増え、
戦争や被爆の記憶が薄れつつある今日、唯一の原爆被爆国民として戦争
や原爆の恐ろしさを忘れることなく永く後世に伝えていくため原爆に関する
写真と折り鶴を展示します。
これに先立ち、『折り鶴づくり運動』として市民から折り鶴を募集します。
アビシルベでも折り鶴を入れる回収箱を設置します。
回収期間：7/4（月）～7/20（水）

実施主体：我孫子市原爆被爆者の会・我孫子市（共催）

手賀沼花火大会 撮影：平嶋 哲史

八坂神社祭礼

根戸の蓮

ひまわり迷路

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
7/5（火）～7/13（水）
カヌーにふれてみよう！
7/15 (金) 18時～
アビスト de Night☆
7/16（土）・17（日）
試食だってOKな…地どれ！朝どれ！
あびこ菜！！第二弾
7/17（日）
ライブ・オン・アビシルベ
7/19（火）～7/24（日）
あびこのおみやげ買えるうなぁ
7/26（火）～8/5（金）17:00まで
懐かしの映画ポスター展第14 弾
「リオデジャネイロオリンピック開催記念
　スポーツ映画ポスター展」
8/8（月）～8/14（日）
あびこの谷津の昆虫や生きものたち展
～生きものの多様性を大切にしましょう！！～
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