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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
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アビスト de Night☆

あびマルシェ「箱日和」

9 /15（金）18：00～

我孫子地区市民まつり
10/ 7（土）10：00～

もうすぐJBF！鳥の街我孫子駅前バードコンサート
10/ 8（日）10：00～

9 /17（日）11：00～

9 /16（土）・17（日）10：00～16:00

第40回我孫子市書道連盟展
9 / 4（月）10：00～ 9 /11（月）17：00

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！

Go to next page

LIVE !

ライブ・オン・アビシルベ
9 /18（月）12：00～  10/ 6（金）12：00

LIVE !

第50回日本女子オープンゴルフ選手権 我孫子市開催記念

カヌーにふれてみよう！

Go to next page

・芸術の秋～オールドノリタケを鑑賞する～（敬誠アート）
・ほくほくサンバ
・竹内神社例大祭
・旧村川別荘 竹灯篭の夕べ
・我孫子地区市民まつり
・あびこ農産物直売所あびこん　新米フェア
・手賀沼ファームでサツマイモほり
・もうすぐJBF！鳥の街我孫子駅前バードコンサート
・3館イベント情報

秋を彩る我孫子のイベント

鳥の博物館

10：00 ～12：00 13：30 ～14：15
（13：15開場）

てがたん

テーマトーク

ギャラリートーク

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　

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

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

1014
土

1014
土

10 1
日

白樺文学館

杉村楚人冠記念館

生涯学習センター アビスタ 第 2学習室（千葉県我孫子市若松 26-4）所

ほくほくサンバ

竹内神社例大祭

オールドノリタケ

＊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・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。）

自然観察会

鳥の博物館周辺でさまざまな生き物を
観察する散歩感覚の自然観察会です。
毎月第二土曜日に開催しています。

「ヒヨドリの渡り」
10月のてがたん 10月のテーマトーク

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）

テーマトークは、山階鳥類研究所の研究員の方に
最新の調査研究のお話をしていただくイベントです。
9月のテーマトークはお休みです。

「鳥の系統学の今
～ハヤブサはワルぶったインコなのか～」

講師：山崎剛史
（公財）山階鳥類研究所　自然誌研究室長
場所：鳥の博物館 2階多目的ホール
定員：先着 50 名
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

企画展
「原田京平をめぐる人々―白樺と民藝の絆―」

9/27（水）～11/26（日）まで
白樺派が去った後、我孫子の文化空間を引き継い

だ人物、原田京平（恭平・聚文・和周）。原田京平

シリーズ展第 4 弾、最終回です。彼の交友関係を

中心に紹介するとともに修復後初展示となる「手賀

沼と小舟」、「ハケの道と手賀沼」、また春陽会に出

品された大作 5点も我孫子初公開です。 原田京平「手賀沼と小舟」1921年～1928 年頃

きょうへい しゅうぶん わしゅう

稲村雑談
－原田京平と我孫子－

14：00 ～15：0014：00 ～15：00

1０：00 ～

第3回楚人冠講座「楚人冠のゴルフエッセイを読む」
ちょうど同日に日本女子オープンゴルフが開催される我孫子ゴルフ倶楽部創設を当時の町長に進言した杉村楚人冠。
その楚人冠が書いたゴルフに関するエッセイを読み、その背景を紹介します。

参加費：無料　定員：45 名　要予約・先着順
予約受付・お問い合わせ：我孫子市民図書館　04-7184-1110

終了後、杉村楚人冠記念館では学芸員によるガイドツアーを開催します。
（要入館料　講座と同時に申し込み　先着20 名）

8 /29（火）～ 9 /11（月）

「我孫子のまちとゴルフ」パネル展

志賀直哉『稲村雑談』にあやかり、
同名の学芸員によるギャラリート
ークです。笑いあり、涙あり、感
動の1時間をお届けします。

志賀直哉『稲村雑談』にあやかり、
同名の学芸員によるギャラリート
ークです。笑いあり、涙あり、感
動の1時間をお届けします。

11 5
日

10 8
日

定員：なし（大人数の場合立ち見の可能性があります）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

旧村川別荘  竹灯篭の夕べ我孫子地区市民まつり
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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

保健センター
カスミ

竹内神社

市民体育館

利根川ゆうゆう公園

山階鳥類研究所 湖北台中央公園
湖北台団地

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
あびこん〈水の館〉
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手賀沼遊歩道

我孫子市役所

MAPMAP

けやきプラザ
敬誠アート

あびこ
ショッピングプラザ

手賀沼ファーム

旧村川別荘（市指定文化財）で、
別荘内に自生する竹を利用し
た幻想的なライトアップ。今年
で１１回目となる、我孫子の秋
の風物詩です。
１日目はＳＰレコード鑑賞会、
２日目はコカリナの演奏に合わ
せて、両日とも我孫子の古い写真を集めたスライドショーを上
映します。音楽を聴きながらひと時のタイムスリップをお楽し
みください。また、今年はフォトスポットを数カ所設け、思い
出写真を撮ることができます。
子どもから大人まで、幅広い年代の方に楽しんで頂けるイベン
トです！皆さまぜひお越しください！ 

10 7
土

2 3
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芸術の秋

～オールドノリタケを鑑賞する～

1：金彩盛上草花女性文花瓶
　1891 年頃 - 1915 年頃　盛り
上げの技法により花や葉を立体
的に見せ、少女の顔にベールが
覆っているような細かい白点盛
によりミステリアスな雰囲気を
感じさせる逸品。

2：金彩果物文トールコンポート
　1891 年頃 - 1915 年頃　瑞々
しい果物の上に金ぼかしの技法
にて豪華に装飾した目を奪われ
る逸品。ここまで高さがある物
は希少である。

3：カップ＆ソーサー各種
　モールドの技法により少年の
顔を立体的に見せているもの
や、生地が薄いため光に当てる
と文様が透けて見えるもの、白
鳥が湖を優雅に泳ぐ風景を描い
た豪華絢爛なものなど様々な種
類が並ぶ。

我孫子市台田にある「敬誠アート」では貴重なオールドノリタケや里帰り陶磁器のコレクションを
鑑賞・購入することができます。

○オールドノリタケとは… 日本陶器合名会社（現・ノリタケカンパニーリミテッド）が明治期から戦前までに欧米諸国に
 輸出した陶磁器のこと。美しい絵つけや、繊細な作りで人気がある。
○里帰り陶磁器とは …… ノリタケのように日本から海外へ輸出されたが、その後コレクターや業者が買い戻しを行い、
 日本に帰ってきた陶磁器のこと。

「当時の日本でどれだけ素晴らしいものが作られていたかをぜひ

実際に見て欲しい」との思いから、購入希望でなくても見学を

受け付けています。もちろん費用は無料！ 博物館にあってもお

かしくない貴重な品々を間近で鑑賞することができます。

さらに、知識豊富なスタッフが丁寧に説明してくれるので、より

深く歴史や作品を知ることが出来るのも魅力です。この機会に

あなたも陶磁器デビューしませんか？

1

2

3

所：千葉県我孫子市台田4-11-42敬誠北柏ビル（国道6号線沿い）
営：10：00 ～17：00
休：お問い合わせください
駐：有
問：04-7179-0116
HP：https://www.old-noritake-antique.com/

090-8561-7483
手賀沼ファーム（千葉県我孫子市根戸1349日暮方）

9 24
日

9 18
月

問 ほくほくサンバ実行委員会 090-2546-7052（堀北）ほくほくサンバ実行委員会 090-2546-7052（堀北）
所 JR 成田線湖北駅南口周辺

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課  歴史文化財担当 04-7185-1583
所 旧村川別荘（千葉県我孫子市寿2-27-9）

問 あびこ農産物直売所あびこん 04-7168-0821
所 手賀沼親水広場（千葉県我孫子市高野山新田193）

問 ジャパンバードフェスティバル（JBF）実行委員会事務局（我孫子市役所　環境経済部手賀沼課内）04-7185-1484
所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」周辺　JR 我孫子駅南口徒歩1分

問 090-8561-7483
所 手賀沼ファーム（千葉県我孫子市根戸1349日暮方）

問 我孫子地区市民まつり実行委員会（我孫子市商工会内）04-7182-3131

所 JR 我孫子駅 北口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）
　　　　　   南口周辺（JR我孫子駅南口すぐ）

問 当番町三丁目祭礼本部 090-7283-4656
所 我孫子市布佐竹内神社周辺（千葉県我孫子市布佐1218）

9：30
～ 17：00
9：30
～ 17：00

17：00～

9 30
土

10：00
～14：00

10 8
日

10：00～16：00

10：00
～18：00
※荒天中止

ほくほくサンバ

サンバ第 1スタート14：00
（団地中央通り～
　　　　保健センター）
サンバ第 2スタート15：00
（保健センター北側～
　　湖北駅南口一周
　　ゴール：カスミ前）
※おまつりは小雨決行ですが、
　サンバは雨天中止となります。

サンバ第 1スタート14：00
（団地中央通り～
　　　　保健センター）
サンバ第 2スタート15：00
（保健センター北側～
　　湖北駅南口一周
　　ゴール：カスミ前）
※おまつりは小雨決行ですが、
　サンバは雨天中止となります。

毎年恒例！サンバのリズムで湖北が熱気に包まれる1日！
サンバの他にも楽しみ盛りだくさん！
みんなで一緒に盛り上がろう！

毎年恒例！サンバのリズムで湖北が熱気に包まれる1日！
サンバの他にも楽しみ盛りだくさん！
みんなで一緒に盛り上がろう！

竹内神社例大祭竹内神社例大祭
9 17
日

9 16
土 竹内神社の例大祭は、享保年間

（1716～ 1735）に発祥した伝統ある
祭りです。成田街道（国道356号線）
沿いで神輿・山車が巡行する際は、
多くの見物客で賑わいます。最終日、
ナリタヤ食彩館布佐店の駐車場で
は、神輿と山車が一堂に会し、競演
を繰り広げます。当番町：三丁目

主なスケジュール： 16日 10：30 ～ 御神輿渡御式典（竹内神社）
 17日 19：30 ～ 五町山車の競演（三丁目御仮屋前）
 18日 11：00 ～ 御神輿渡御式典（三丁目御仮屋前）
 　　  19：30 ～ 五町山車の競演（ナリタヤ食彩館駐車場）

主なスケジュール： 16日 10：30 ～ 御神輿渡御式典（竹内神社）
 17日 19：30 ～ 五町山車の競演（三丁目御仮屋前）
 18日 11：00 ～ 御神輿渡御式典（三丁目御仮屋前）
 　　  19：30 ～ 五町山車の競演（ナリタヤ食彩館駐車場）

旧村川別荘 竹灯篭の夕べ10 6
金

10 7
土
我孫子地区市民まつり我孫子地区市民まつり
JR 我孫子駅周辺を会場に、ビンゴゲーム大会・吹奏楽演奏・
和太鼓・太鼓お囃子など様々なイベントで盛りあがろう！
参加型のイベントも多数。皆さまのご来場をお待ちしております！

JR 我孫子駅周辺を会場に、ビンゴゲーム大会・吹奏楽演奏・
和太鼓・太鼓お囃子など様々なイベントで盛りあがろう！
参加型のイベントも多数。皆さまのご来場をお待ちしております！

新米フェア
手賀沼ファームで
サツマイモ掘り！
手賀沼ファームで
サツマイモ掘り！

もうすぐJBF！鳥の街我孫子駅前バードコンサートもうすぐJBF！鳥の街我孫子駅前バードコンサート

～タイムスケジュール～　司会：りーす 
10：00 & 13：00 ヤマネコ部
10：30 & 13：30 りーす
11：00 & 14：00 Y.O Dance Studio
11：30 & 14：30 手賀沼サンセット＋♪鳥くん& The PIPITZ
12：00 & 15：00 SASRISE
12：30　　　　 水森由菜WITH つるぴかりん
15：30 ソノライフ 
16：00 終了   

11月 4日（土）、5日（日）に手賀沼のほとりで開催される「ジャパンバードフェスティバル（JBF）」
特設ステージのバードコンサートを、一足先に楽しめる JBFプレイベントです。

公式 HP：http://www.nagaimasato.com/BirdCon2017/

我孫子市産の美味しい新米ができました！！
・お米全品一割引き
・み～んなで巻こう！なが～い細巻き寿司
　（11：00・12：00・13：00 の 3回実施）
・食べてみよう！我孫子の自慢の新米「試食大会」
など、新米を楽しめるイベントが盛りだくさん！
皆様のご来店をお待ちしています。
※天候等により内容を変更・中止することがあります。

我孫子市産の美味しい新米ができました！！
・お米全品一割引き
・み～んなで巻こう！なが～い細巻き寿司
　（11：00・12：00・13：00 の 3回実施）
・食べてみよう！我孫子の自慢の新米「試食大会」
など、新米を楽しめるイベントが盛りだくさん！
皆様のご来店をお待ちしています。
※天候等により内容を変更・中止することがあります。

手賀沼ファームでは 9月中旬からサツマイモ
掘りを楽しむことができます。大きくて甘～いサツマイモを掘りに行こう！
さらに、10月中旬からは里芋と落花生も掘ることができます。

サツマイモ掘り
9月中旬～11月上旬　
里芋・落花生掘り
10月中旬～11月上旬

時間：9：00 ～15：00（受付は14：30まで）
費用：サツマイモ・里芋・落花生全て　1株 200 円
※軍手・タオル・収穫用レジ袋などご持参ください。
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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

保健センター
カスミ

竹内神社

市民体育館

利根川ゆうゆう公園

山階鳥類研究所 湖北台中央公園
湖北台団地

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
あびこん〈水の館〉

手賀沼公園北柏ふるさと公園
白
樺
文
学
館

旧
村
川
別
荘

杉
村
楚
人
冠

記
念
館

手賀沼遊歩道

我孫子市役所

MAPMAP

けやきプラザ
敬誠アート

あびこ
ショッピングプラザ

手賀沼ファーム

旧村川別荘（市指定文化財）で、
別荘内に自生する竹を利用し
た幻想的なライトアップ。今年
で１１回目となる、我孫子の秋
の風物詩です。
１日目はＳＰレコード鑑賞会、
２日目はコカリナの演奏に合わ
せて、両日とも我孫子の古い写真を集めたスライドショーを上
映します。音楽を聴きながらひと時のタイムスリップをお楽し
みください。また、今年はフォトスポットを数カ所設け、思い
出写真を撮ることができます。
子どもから大人まで、幅広い年代の方に楽しんで頂けるイベン
トです！皆さまぜひお越しください！ 

10 7
土
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芸術の秋

～オールドノリタケを鑑賞する～

1：金彩盛上草花女性文花瓶
　1891 年頃 - 1915 年頃　盛り
上げの技法により花や葉を立体
的に見せ、少女の顔にベールが
覆っているような細かい白点盛
によりミステリアスな雰囲気を
感じさせる逸品。

2：金彩果物文トールコンポート
　1891 年頃 - 1915 年頃　瑞々
しい果物の上に金ぼかしの技法
にて豪華に装飾した目を奪われ
る逸品。ここまで高さがある物
は希少である。

3：カップ＆ソーサー各種
　モールドの技法により少年の
顔を立体的に見せているもの
や、生地が薄いため光に当てる
と文様が透けて見えるもの、白
鳥が湖を優雅に泳ぐ風景を描い
た豪華絢爛なものなど様々な種
類が並ぶ。

我孫子市台田にある「敬誠アート」では貴重なオールドノリタケや里帰り陶磁器のコレクションを
鑑賞・購入することができます。

○オールドノリタケとは… 日本陶器合名会社（現・ノリタケカンパニーリミテッド）が明治期から戦前までに欧米諸国に
 輸出した陶磁器のこと。美しい絵つけや、繊細な作りで人気がある。
○里帰り陶磁器とは …… ノリタケのように日本から海外へ輸出されたが、その後コレクターや業者が買い戻しを行い、
 日本に帰ってきた陶磁器のこと。

「当時の日本でどれだけ素晴らしいものが作られていたかをぜひ

実際に見て欲しい」との思いから、購入希望でなくても見学を

受け付けています。もちろん費用は無料！ 博物館にあってもお

かしくない貴重な品々を間近で鑑賞することができます。

さらに、知識豊富なスタッフが丁寧に説明してくれるので、より

深く歴史や作品を知ることが出来るのも魅力です。この機会に

あなたも陶磁器デビューしませんか？

1

2

3

所：千葉県我孫子市台田4-11-42敬誠北柏ビル（国道6号線沿い）
営：10：00 ～17：00
休：お問い合わせください
駐：有
問：04-7179-0116
HP：https://www.old-noritake-antique.com/

090-8561-7483
手賀沼ファーム（千葉県我孫子市根戸1349日暮方）

9 24
日

9 18
月

問 ほくほくサンバ実行委員会 090-2546-7052（堀北）ほくほくサンバ実行委員会 090-2546-7052（堀北）
所 JR 成田線湖北駅南口周辺

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課  歴史文化財担当 04-7185-1583
所 旧村川別荘（千葉県我孫子市寿2-27-9）

問 あびこ農産物直売所あびこん 04-7168-0821
所 手賀沼親水広場（千葉県我孫子市高野山新田193）

問 ジャパンバードフェスティバル（JBF）実行委員会事務局（我孫子市役所　環境経済部手賀沼課内）04-7185-1484
所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」周辺　JR 我孫子駅南口徒歩1分

問 090-8561-7483
所 手賀沼ファーム（千葉県我孫子市根戸1349日暮方）

問 我孫子地区市民まつり実行委員会（我孫子市商工会内）04-7182-3131

所 JR 我孫子駅 北口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）
　　　　　   南口周辺（JR我孫子駅南口すぐ）

問 当番町三丁目祭礼本部 090-7283-4656
所 我孫子市布佐竹内神社周辺（千葉県我孫子市布佐1218）

9：30
～ 17：00
9：30
～ 17：00

17：00～

9 30
土

10：00
～14：00

10 8
日

10：00～16：00

10：00
～18：00
※荒天中止

ほくほくサンバ

サンバ第 1スタート14：00
（団地中央通り～
　　　　保健センター）
サンバ第 2スタート15：00
（保健センター北側～
　　湖北駅南口一周
　　ゴール：カスミ前）
※おまつりは小雨決行ですが、
　サンバは雨天中止となります。

サンバ第 1スタート14：00
（団地中央通り～
　　　　保健センター）
サンバ第 2スタート15：00
（保健センター北側～
　　湖北駅南口一周
　　ゴール：カスミ前）
※おまつりは小雨決行ですが、
　サンバは雨天中止となります。

毎年恒例！サンバのリズムで湖北が熱気に包まれる1日！
サンバの他にも楽しみ盛りだくさん！
みんなで一緒に盛り上がろう！

毎年恒例！サンバのリズムで湖北が熱気に包まれる1日！
サンバの他にも楽しみ盛りだくさん！
みんなで一緒に盛り上がろう！

竹内神社例大祭竹内神社例大祭
9 17
日

9 16
土 竹内神社の例大祭は、享保年間

（1716～ 1735）に発祥した伝統ある
祭りです。成田街道（国道356号線）
沿いで神輿・山車が巡行する際は、
多くの見物客で賑わいます。最終日、
ナリタヤ食彩館布佐店の駐車場で
は、神輿と山車が一堂に会し、競演
を繰り広げます。当番町：三丁目

主なスケジュール： 16日 10：30 ～ 御神輿渡御式典（竹内神社）
 17日 19：30 ～ 五町山車の競演（三丁目御仮屋前）
 18日 11：00 ～ 御神輿渡御式典（三丁目御仮屋前）
 　　  19：30 ～ 五町山車の競演（ナリタヤ食彩館駐車場）

主なスケジュール： 16日 10：30 ～ 御神輿渡御式典（竹内神社）
 17日 19：30 ～ 五町山車の競演（三丁目御仮屋前）
 18日 11：00 ～ 御神輿渡御式典（三丁目御仮屋前）
 　　  19：30 ～ 五町山車の競演（ナリタヤ食彩館駐車場）

旧村川別荘 竹灯篭の夕べ10 6
金

10 7
土
我孫子地区市民まつり我孫子地区市民まつり
JR 我孫子駅周辺を会場に、ビンゴゲーム大会・吹奏楽演奏・
和太鼓・太鼓お囃子など様々なイベントで盛りあがろう！
参加型のイベントも多数。皆さまのご来場をお待ちしております！

JR 我孫子駅周辺を会場に、ビンゴゲーム大会・吹奏楽演奏・
和太鼓・太鼓お囃子など様々なイベントで盛りあがろう！
参加型のイベントも多数。皆さまのご来場をお待ちしております！

新米フェア
手賀沼ファームで
サツマイモ掘り！
手賀沼ファームで
サツマイモ掘り！

もうすぐJBF！鳥の街我孫子駅前バードコンサートもうすぐJBF！鳥の街我孫子駅前バードコンサート

～タイムスケジュール～　司会：りーす 
10：00 & 13：00 ヤマネコ部
10：30 & 13：30 りーす
11：00 & 14：00 Y.O Dance Studio
11：30 & 14：30 手賀沼サンセット＋♪鳥くん& The PIPITZ
12：00 & 15：00 SASRISE
12：30　　　　 水森由菜WITH つるぴかりん
15：30 ソノライフ 
16：00 終了   

11月 4日（土）、5日（日）に手賀沼のほとりで開催される「ジャパンバードフェスティバル（JBF）」
特設ステージのバードコンサートを、一足先に楽しめる JBFプレイベントです。

公式 HP：http://www.nagaimasato.com/BirdCon2017/

我孫子市産の美味しい新米ができました！！
・お米全品一割引き
・み～んなで巻こう！なが～い細巻き寿司
　（11：00・12：00・13：00 の 3回実施）
・食べてみよう！我孫子の自慢の新米「試食大会」
など、新米を楽しめるイベントが盛りだくさん！
皆様のご来店をお待ちしています。
※天候等により内容を変更・中止することがあります。

我孫子市産の美味しい新米ができました！！
・お米全品一割引き
・み～んなで巻こう！なが～い細巻き寿司
　（11：00・12：00・13：00 の 3回実施）
・食べてみよう！我孫子の自慢の新米「試食大会」
など、新米を楽しめるイベントが盛りだくさん！
皆様のご来店をお待ちしています。
※天候等により内容を変更・中止することがあります。

手賀沼ファームでは 9月中旬からサツマイモ
掘りを楽しむことができます。大きくて甘～いサツマイモを掘りに行こう！
さらに、10月中旬からは里芋と落花生も掘ることができます。

サツマイモ掘り
9月中旬～11月上旬　
里芋・落花生掘り
10月中旬～11月上旬

時間：9：00 ～15：00（受付は14：30まで）
費用：サツマイモ・里芋・落花生全て　1株 200 円
※軍手・タオル・収穫用レジ袋などご持参ください。
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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

アビスト de Night☆

あびマルシェ「箱日和」

9 /15（金）18：00～

我孫子地区市民まつり
10/ 7（土）10：00～

もうすぐJBF！鳥の街我孫子駅前バードコンサート
10/ 8（日）10：00～

9 /17（日）11：00～

9 /16（土）・17（日）10：00～16:00

第40回我孫子市書道連盟展
9 / 4（月）10：00～ 9 /11（月）17：00

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！

Go to next page

LIVE !

ライブ・オン・アビシルベ
9 /18（月）12：00～  10/ 6（金）12：00

LIVE !

第50回日本女子オープンゴルフ選手権 我孫子市開催記念

カヌーにふれてみよう！

Go to next page

・芸術の秋～オールドノリタケを鑑賞する～（敬誠アート）
・ほくほくサンバ
・竹内神社例大祭
・旧村川別荘 竹灯篭の夕べ
・我孫子地区市民まつり
・あびこ農産物直売所あびこん　新米フェア
・手賀沼ファームでサツマイモほり
・もうすぐJBF！鳥の街我孫子駅前バードコンサート
・3館イベント情報

秋を彩る我孫子のイベント

鳥の博物館

10：00 ～12：00 13：30 ～14：15
（13：15開場）

てがたん

テーマトーク

ギャラリートーク

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　

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

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

1014
土

1014
土

10 1
日

白樺文学館

杉村楚人冠記念館

生涯学習センター アビスタ 第 2学習室（千葉県我孫子市若松 26-4）所

ほくほくサンバ

竹内神社例大祭

オールドノリタケ

＊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・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。）

自然観察会

鳥の博物館周辺でさまざまな生き物を
観察する散歩感覚の自然観察会です。
毎月第二土曜日に開催しています。

「ヒヨドリの渡り」
10月のてがたん 10月のテーマトーク

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）

テーマトークは、山階鳥類研究所の研究員の方に
最新の調査研究のお話をしていただくイベントです。
9月のテーマトークはお休みです。

「鳥の系統学の今
～ハヤブサはワルぶったインコなのか～」

講師：山崎剛史
（公財）山階鳥類研究所　自然誌研究室長
場所：鳥の博物館 2階多目的ホール
定員：先着 50 名
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

企画展
「原田京平をめぐる人々―白樺と民藝の絆―」

9/27（水）～11/26（日）まで
白樺派が去った後、我孫子の文化空間を引き継い

だ人物、原田京平（恭平・聚文・和周）。原田京平

シリーズ展第 4 弾、最終回です。彼の交友関係を

中心に紹介するとともに修復後初展示となる「手賀

沼と小舟」、「ハケの道と手賀沼」、また春陽会に出

品された大作 5点も我孫子初公開です。 原田京平「手賀沼と小舟」1921年～1928 年頃

きょうへい しゅうぶん わしゅう

稲村雑談
－原田京平と我孫子－

14：00 ～15：0014：00 ～15：00

1０：00 ～

第3回楚人冠講座「楚人冠のゴルフエッセイを読む」
ちょうど同日に日本女子オープンゴルフが開催される我孫子ゴルフ倶楽部創設を当時の町長に進言した杉村楚人冠。
その楚人冠が書いたゴルフに関するエッセイを読み、その背景を紹介します。

参加費：無料　定員：45 名　要予約・先着順
予約受付・お問い合わせ：我孫子市民図書館　04-7184-1110

終了後、杉村楚人冠記念館では学芸員によるガイドツアーを開催します。
（要入館料　講座と同時に申し込み　先着20 名）

8 /29（火）～ 9 /11（月）

「我孫子のまちとゴルフ」パネル展

志賀直哉『稲村雑談』にあやかり、
同名の学芸員によるギャラリート
ークです。笑いあり、涙あり、感
動の1時間をお届けします。

志賀直哉『稲村雑談』にあやかり、
同名の学芸員によるギャラリート
ークです。笑いあり、涙あり、感
動の1時間をお届けします。

11 5
日

10 8
日

定員：なし（大人数の場合立ち見の可能性があります）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

旧村川別荘  竹灯篭の夕べ我孫子地区市民まつり


