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〒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

アビスト de Night☆
8 /18（金）18：00～

8 /20（日）

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

世界でいちばん素敵な鳥の教室写真展
8 / 2（水）～ 8 /16（水）17：00まで

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

8 /21（月）13：00～ 8 / 25（金）15：00

LIVE !

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

白樺文学館 地階音楽室所
申込 問 白樺文学館 04-7185-2192

朗読のひととき

～我孫子を知る②～
14：00 ～15：00

あびこカッパまつり10年の歩み
8 /29（火）～ 9/ 11（月）
カヌーにふれてみよう！

・夏の粉もん！（たこやき マハローカフェ・お好み焼き くいだおれ）
・第10回あびこカッパまつり
・柴青睦～第16回天王台ふれあい夏祭り
・天王台地区市民まつり＆盆踊り
・ひまわりイベント
・鳥の博物館イベント情報
・第12回手賀沼トライアスロン大会
・白樺文学館イベント情報
・ママへのごほうびフェスタ2017

熱々の夏を楽しもう！

家族みんなで一緒に楽しめる活動が盛りだくさん！ 
ぜひ参加して、心身ともにリフレッシュしましょう！
けやきプラザ広場では、飲食店などの出店やうなきちさんグッズ
の販売もあるよ！ 皆さまのご来場をお待ちしております。

問 手賀沼トライアスロン大会事務局 Tel.080-5019-8554
（受付時間　平日18：00～21：00・土日11：00～21：00）
Eメール：tega_tora_0827@yahoo.co.jp

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

第12回 
手賀沼トライアスロン大会
第12回 
手賀沼トライアスロン大会
8 20
日

8 27
日

8：10スタート

9 2
土

10：00 ～15：30

手賀沼トライアスロンではスイム1.5Km・バイク40K・ラン10K 三種目トータル 51.5Kmのタイムを競います！
鍛え抜かれたアスリートの熱い戦いをお見逃しなく！
おススメ観戦スポットは全体が見渡せる「手賀大橋」。ただし、一般通行の邪魔にならないようお気を付け下さい。

白樺文学館

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）

朝鮮陶磁器「染付秋草紋面取壺」
（出典『白樺』13 年 9 号）

8月の朗読のひとときは新シリーズ「我孫子を知る」です。
第 2弾は「民藝運動と我孫子」をテーマに開催します。
柳やリーチに注目し我孫子と民藝のゆかりについて市民
スタッフによる朗読と、学芸員のトークでご鑑賞ください。

ママへのごほうびフェスタ2017

問 我孫子市子育て支援センターTel.04-7185-1915（10：00 ～17：00、土日休み）

所 アビイクオーレ（イトーヨーカドー我孫子南口店）
けやきプラザ広場　それぞれ JR 我孫子駅南口徒歩約 2分

マハローカフェくいだおれ

あびかちゃん

手賀沼トライアスロン大会 ひまわりイベント あびこカッパまつり
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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
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13：00 ～20：00
※荒天中止

問 天王台ふれあい夏祭り実行委員長（鴨田）Tel.090-3227-5343
所 JR 天王台駅北口周辺

問 天王台地区市民まつり実行委員長（伊東）Tel.04-7182-1565
所 天王台西公園内　天王台 4丁目8（JR 天王台駅南口徒歩1分）

柴青睦
～第16回天王台
ふれあい夏祭り

しせいむつみ 8 26
土

11：00 ～21：30
※雨天翌日順延

8 26
土

11：00 ～21：00（予定）
※荒天翌日順延

第15回
天王台地区市民まつり＆盆踊り

天ちゃん今年で１６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。日中から我孫子第三小学校
の吹奏楽部による演奏や NEC少
年少女空手道教室の演武等イベ
ント盛りだくさんです。
また、夜になると延長350ｍ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。

すっかり定着してきた
天王台商店会のマス
コットキャラクター
“天ちゃん”、みどり豊
かな祭り会場で繰り
広げられる我孫子第
二小学校・我孫子中
学校・川村学園女子
大学の素敵なコン
サート、すっかりおなじみになった中央学院高校の書道パフォーマンス、
ストリートダンス、少しのお小遣いで楽しめる名物の「子供ゲームコー
ナー」、安心して利用できる商店会員による「フードコート」。どれをとっ
ても地域の人たちのあたたかみが感じられる手作りのお祭りです。
また、ビンゴゲームの豪華景品もあり、締めでは、地域の有志が立ち上
げた夏祭り実行委員会主催の盆踊り大会で幕を閉じます。我孫子中学校・
中央学院高等学校・川村学園女子大学のボランティア、地域自治会のボラ
ンティア他地域の方々のご協力で支えられたお祭りです。みなさまのご参
加、ご来場をお待ちしております。

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

問 我孫子市環境経済部農政課 Tel.04-7185-1111（内線 26-312）

所
※あびこ農産物直売所あびこん跡地に臨時砂利駐車場あり

ひまわりイベント ※雨天中止

根戸新田の畑に栽培しているひまわりが、８月中旬から見ごろになります。
開花期間中にはイベントを開催し、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おります。写真撮影のためのご来場も
大歓迎です。皆さまのお越しをお待ちしております♪

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）

※入場無料（ペットを連れての来場はご遠慮ください。）

8月19日（土）・20日（日） 8月26日（土）・27日（日）

暑い夏だからこそ、熱々の鉄板で焼いた粉もんが食べたい！ 
冷えたビールもあったら最高だよね！ 

今回は我孫子市内の粉もんを扱うお店を紹介します。

鳥の博物館

10：00 ～12：00

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

「昔はいなかった生き物たち」
9 9
土

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

鳥の博物館周辺で、さまざまな
季節の生き物を観察する散歩感
覚の自然観察隊。今回のテーマ
は「昔はいなかった生き物たち」
です。いつも同じように見える自
然も、少しずつ変化しています。
最近になって我孫子で見られるよ
うになった昆虫や鳥に注目し、
自然の変化をみていきます。

アカボシゴマダラ：2010 年以降、我孫子市で見られるようになった
　　　　　　　　  本来は中国南部やベトナムに生息するチョウ

毎年大人気の「夏の遊びと研究大集合」今年も開催中です！ 

第10回あびこカッパまつり

所 JR 我孫子駅南口前通り、けやきプラザ前広場、手賀沼公園坂通り

マハローカフェ くいだおれ

＊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。

たこやき

所：千葉県我孫子市東我孫子2-33-15
営：平日11：00 ～20：00
　　（木曜のみ15：00まで）
　　日・祝 7：00 ～17：00
休：水曜・第４木曜
問：070-5582-3552

たこやき 6 個 350 円（税込）～

お好み焼き

所：千葉県我孫子市本町 1-2-3
営：16：00 ～22：00
休：火曜
問：04-7184-3522

お好み焼き450 円（税込）～

「マハロー」といえばハワイ語で「ありがとう」の意味ですが…ハワイ
料理のお店ではなく、たこやきカフェです！ オーナーのご両親が大好き
な言葉「マハロー」を店名にしたそうです。
明るく可愛らしい店内で焼きたて熱々のたこやきを頂くことができます。
焼きたてなので、外はカリッと、中はトロ～リ！ ついつい食べ過ぎちゃ
う美味しさです！
日曜・祝日は朝7：00から営業。
お得なモーニングもあります！

名前の通り、お好み焼きやもんじゃ焼きが楽しめるお店。
レトロな雰囲気のお店には、夕方 16：00 の開店時間になると地元の
人が次々と集まってきます！
ふっくらしたお好み焼きを焼くコツは弱火でじっくり…とのこと。真ん
丸でふっくら！ソースの香りが食欲をそそります。ビールにぴったりの
もんじゃ焼きはトッピングもたくさんあり、自分好みにカスタマイズで
きます。
我孫子で26 年！ 地元に愛され
るお店です。

もんじゃ焼き550 円（税込）～

主催あびこカッパまつり実行委員会 問 事務局 Tel.080-6652-9229

ありがとう！で10周年！
河童音頭で親しまれている
「カッパ」をテーマに子供から
お年寄りまで三世代で参加でき
るおまつりです。1000 人カッ
パ大行進や地元アイドルによる
歌とダンスのステージなど、一
緒に参加できる楽しい企画が
盛りだくさん！ご家族皆さまで
ご来場ください。

おまつり
スタンプラリー
対象
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大歓迎です。皆さまのお越しをお待ちしております♪

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）

※入場無料（ペットを連れての来場はご遠慮ください。）

8月19日（土）・20日（日） 8月26日（土）・27日（日）

暑い夏だからこそ、熱々の鉄板で焼いた粉もんが食べたい！ 
冷えたビールもあったら最高だよね！ 

今回は我孫子市内の粉もんを扱うお店を紹介します。

鳥の博物館

10：00 ～12：00

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

「昔はいなかった生き物たち」
9 9
土

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

鳥の博物館周辺で、さまざまな
季節の生き物を観察する散歩感
覚の自然観察隊。今回のテーマ
は「昔はいなかった生き物たち」
です。いつも同じように見える自
然も、少しずつ変化しています。
最近になって我孫子で見られるよ
うになった昆虫や鳥に注目し、
自然の変化をみていきます。

アカボシゴマダラ：2010 年以降、我孫子市で見られるようになった
　　　　　　　　  本来は中国南部やベトナムに生息するチョウ

毎年大人気の「夏の遊びと研究大集合」今年も開催中です！ 

第10回あびこカッパまつり

所 JR 我孫子駅南口前通り、けやきプラザ前広場、手賀沼公園坂通り

マハローカフェ くいだおれ

＊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。

たこやき

所：千葉県我孫子市東我孫子2-33-15
営：平日11：00 ～20：00
　　（木曜のみ15：00まで）
　　日・祝 7：00 ～17：00
休：水曜・第４木曜
問：070-5582-3552

たこやき 6 個 350 円（税込）～

お好み焼き

所：千葉県我孫子市本町 1-2-3
営：16：00 ～22：00
休：火曜
問：04-7184-3522

お好み焼き450 円（税込）～

「マハロー」といえばハワイ語で「ありがとう」の意味ですが…ハワイ
料理のお店ではなく、たこやきカフェです！ オーナーのご両親が大好き
な言葉「マハロー」を店名にしたそうです。
明るく可愛らしい店内で焼きたて熱々のたこやきを頂くことができます。
焼きたてなので、外はカリッと、中はトロ～リ！ ついつい食べ過ぎちゃ
う美味しさです！
日曜・祝日は朝7：00から営業。
お得なモーニングもあります！

名前の通り、お好み焼きやもんじゃ焼きが楽しめるお店。
レトロな雰囲気のお店には、夕方 16：00 の開店時間になると地元の
人が次々と集まってきます！
ふっくらしたお好み焼きを焼くコツは弱火でじっくり…とのこと。真ん
丸でふっくら！ソースの香りが食欲をそそります。ビールにぴったりの
もんじゃ焼きはトッピングもたくさんあり、自分好みにカスタマイズで
きます。
我孫子で26 年！ 地元に愛され
るお店です。

もんじゃ焼き550 円（税込）～

主催あびこカッパまつり実行委員会 問 事務局 Tel.080-6652-9229

ありがとう！で10周年！
河童音頭で親しまれている
「カッパ」をテーマに子供から
お年寄りまで三世代で参加でき
るおまつりです。1000 人カッ
パ大行進や地元アイドルによる
歌とダンスのステージなど、一
緒に参加できる楽しい企画が
盛りだくさん！ご家族皆さまで
ご来場ください。

おまつり
スタンプラリー
対象
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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☆
8 /18（金）18：00～

8 /20（日）

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

世界でいちばん素敵な鳥の教室写真展
8 / 2（水）～ 8 /16（水）17：00まで

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

8 /21（月）13：00～ 8 / 25（金）15：00

LIVE !

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

白樺文学館 地階音楽室所
申込 問 白樺文学館 04-7185-2192

朗読のひととき

～我孫子を知る②～
14：00 ～15：00

あびこカッパまつり10年の歩み
8 /29（火）～ 9/ 11（月）
カヌーにふれてみよう！

・夏の粉もん！（たこやき マハローカフェ・お好み焼き くいだおれ）
・第10回あびこカッパまつり
・柴青睦～第16回天王台ふれあい夏祭り
・天王台地区市民まつり＆盆踊り
・ひまわりイベント
・鳥の博物館イベント情報
・第12回手賀沼トライアスロン大会
・白樺文学館イベント情報
・ママへのごほうびフェスタ2017

熱々の夏を楽しもう！

家族みんなで一緒に楽しめる活動が盛りだくさん！ 
ぜひ参加して、心身ともにリフレッシュしましょう！
けやきプラザ広場では、飲食店などの出店やうなきちさんグッズ
の販売もあるよ！ 皆さまのご来場をお待ちしております。

問 手賀沼トライアスロン大会事務局 Tel.080-5019-8554
（受付時間　平日18：00～21：00・土日11：00～21：00）
Eメール：tega_tora_0827@yahoo.co.jp

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

第12回 
手賀沼トライアスロン大会
第12回 
手賀沼トライアスロン大会
8 20
日

8 27
日

8：10スタート

9 2
土

10：00 ～15：30

手賀沼トライアスロンではスイム1.5Km・バイク40K・ラン10K 三種目トータル 51.5Kmのタイムを競います！
鍛え抜かれたアスリートの熱い戦いをお見逃しなく！
おススメ観戦スポットは全体が見渡せる「手賀大橋」。ただし、一般通行の邪魔にならないようお気を付け下さい。

白樺文学館

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）

朝鮮陶磁器「染付秋草紋面取壺」
（出典『白樺』13 年 9 号）

8月の朗読のひとときは新シリーズ「我孫子を知る」です。
第 2弾は「民藝運動と我孫子」をテーマに開催します。
柳やリーチに注目し我孫子と民藝のゆかりについて市民
スタッフによる朗読と、学芸員のトークでご鑑賞ください。

ママへのごほうびフェスタ2017

問 我孫子市子育て支援センターTel.04-7185-1915（10：00 ～17：00、土日休み）

所 アビイクオーレ（イトーヨーカドー我孫子南口店）
けやきプラザ広場　それぞれ JR 我孫子駅南口徒歩約 2分

マハローカフェくいだおれ

あびかちゃん

手賀沼トライアスロン大会 ひまわりイベント あびこカッパまつり


