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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☆

懐かしの映画ポスター展第15弾
「西部劇映画ポスター展」
7 /21（金）18：00～

7 / 4（火）～ 7 /17（月）17：00まで

marche・de・jul 
出張フラワーマーケット

7 /22（土）・ 23（日）10：00～ 16：00

あびこのおみやげ買えるうなぁ
7 /24（月）12：00～ 7 / 30（日）15：00

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
7 /23（日）

LIVE !

◆特集！看板ペットのいるお店
◆手賀沼花火大会 2017
◆我孫子の蓮を楽しむ。
　・根戸新田の蓮・蓮見舟と角松ランチ
◆ひまわり迷路とクイズに挑戦！
◆我孫子八坂神社祭礼
◆特別展「葛飾北斎とその時代」
◆3館イベント情報

◆特集！看板ペットのいるお店
◆手賀沼花火大会 2017
◆我孫子の蓮を楽しむ。
　・根戸新田の蓮・蓮見舟と角松ランチ
◆ひまわり迷路とクイズに挑戦！
◆我孫子八坂神社祭礼
◆特別展「葛飾北斎とその時代」
◆3館イベント情報

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

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）電話：04-7185-2192
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8　　　　　　　＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円
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

白樺サロンのひととき

～ 夏 ～

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）

白樺文学館

鳥の博物館

白樺文学館 1階ピアノサロン所
白樺文学館 地階音楽室所
申込 問 白樺文学館 04-7185-2192

14：00 ～15：00

「鳥・酉・鶏・とり―酉年はトリで楽しむ―」
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我孫子八坂神社祭礼 鳥博第 78 回企画展根戸新田の蓮

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。7月は「夏」をテー
マに開催します。

朗読のひととき

～我孫子を知る①～
14：00 ～15：00 7 30

日7 月の朗読のひとときは新シリー
ズ「我孫子を知る」です。第 1 弾は「我孫
子と白樺派」をテーマに開催します。志賀や
柳の描く我孫子の様子を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。

それぞれ

2月の白樺サロンのひとときの様子
2月の朗読のひとときの様子

杉村楚人冠記念館

7月11日（火）～ 10月1日（日）

7月15日（土）～ 11月26日（日）

「明治時代の仏教青年
『新仏教』の足跡」

明治維新の前後に生まれた世代は、最初に近代教育を
受けて育った世代です。明治150年記念関連事業として、
この世代の青年期に着目、明治 5 年生まれの杉村楚人
冠と雑誌『新仏教』に集った仲間たちを紹介します。鈴
木大拙、伊藤左千夫の未公開の書簡も展示します。

夏休みに、静かに心を落ち着けて時間を
過ごす体験をしてみませんか？　駒澤大学
の禅の先生の指導で、座禅教室を行いま
す。親子向けですので、難しいことはあり
ません。気軽にご参加ください。

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00まで）
休館 月曜（7月17日、9月18日は開館）、
　　  7月18日、9月19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
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円

企画展

杉村楚人冠記念館ワークショップ

「親子座禅教室」8 20
日

14：00 ～
90 分程度

生涯学習センター「アビスタ」第 1・2和室所

講師：大澤 邦由さん（駒澤大学仏教学部講師）

参加資格：小学生・中学生とその保護者
（小中学生のみの参加も受け付けます、複数の小中学生に保護
者一人でもかまいません）
定員：40 名程度（要予約・先着順）　参加費：無料
終了後は杉村楚人冠記念館へ移動し、学芸員が小中学生向け
の解説を行います。保護者の方も無料でご入館いただけます。 

申込 問

問

杉村楚人冠記念館 04-7182-8578

◎7月16日 9 時から電話受付開始

酉年にちなみ、ヒトと鳥類との関わり
をテーマにした企画展を開催します。
「鳥」、「酉」、「鶏」、「とり」の 4 つ
のサブテーマを設け、それぞれの視
点から、ヒトと鳥類の多様な関係に
ついて紹介します。

9：00 ～15：30あびこ自然観察隊

「手賀沼のプランクトンと水鳥観察」

荒天の場合、鳥の博物館で館内の見学となります。
対象・定員：市内在住の小学生 20 名
（大人及び幼児は定員外、小学3年以下は保護者同伴）
参加費：保険料として50 円

日時：8月5日～8月27日の土日祝日
　　13:30 から一時間程度　場所：鳥の博物館
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（ただし入館料がかかります）　定員：30 名
申込：なし（13：25分開場、材料が無くなり次第終了）

第 78 回企画展

水の館（手賀沼課） 04-7184-0555 
6月16日から7月14日まで電話で先着受付

身近な材料で作ったプランクト
ンネットで、手賀沼のプランクト
ンを観察します。また、小型船
に乗って手賀沼で見られる鳥を
観察します。

夏休み鳥の科学作品展

夏の遊びと研究大集合！！

昨年の市内小中学生の夏休みの自由研究の作品の中から、
鳥をテーマにした科学作品を館内で展示します。

夏休み期間中に工作・観察イベントを開催します。自由研
究のヒントになるようなイベントが盛りだくさんです。

日時：7月22日（土）～8月31日（木）
場所：鳥の博物館 1階エントランスホール

手賀沼でカヌーを楽しもう！
※申し込み期限7/10（月）まで

集まれ！我孫子の看板ペット！集まれ！我孫子の看板ペット！

ひめ子&ひな子ひめ子&ひな子 ベルベル リリー&シュウリリー&シュウ ジェニュインジェニュイン

葛飾北斎「不二越の龍」 蓮見舟と角松ランチ ひまわり迷路とクイズに挑戦！

手賀沼花火大会
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特集！　看板ペットのいるお店

種・苗・農業資材　根本種苗

千葉県我孫子市中里 8-2
営業時間：8：00 ～日暮れまで
定休日：水曜日
Tel：04-7188-2101

（ホーランドロップ・5歳・オス）

お店のなかで放し飼いに

されているベル君。おで

こをなでられるのが大好

きな人懐っこい性格で、

近所では有名な“看板う

さぎ”です。好物はニン

ジンとリンゴ。時にはお店

の苗をかじってしまうこと

も…。（かじられた苗は少

し安く売るそうです。）

オーナーご夫婦やお客さ

んに暖かく見守られて、

今日ものびのび気ままに

過ごしています。

カラスに襲われていた子猫

のひな子をひめ子が助けた

のがきっかけで、一緒に生

活するようになった２匹。

ひな子はカラスに突かれ、

後ろ足を一本失ってしまいま

した…。その後、ひめ子は

母乳が出るようになり、ひ

な子をしっかり育て上げま

した。種類を超えた親子の

愛を感じますね。現在２匹

は優しいスタッフに見守ら

れながら、木の香り漂う「ひ

のき工房」を仲良く元気に

駆け回っています。

お店の前にちょこ

んと座っている

とってもお利口な

ジェニュイン君。

お手や、ジャン

プ、もお手の物！

ジ ェ ニ ュ イン

(GENUINE）は 英

語で「純 正・純

粋」と言う意味。

名前どおり純粋

でオーナー思い

な、グッドボーイ

です。

並べられた、鍬や鎌、釘にシャ

ベル。その間を抜けると…美

しい毛並みの２匹が出迎えて

くれます。ダルメシアンのリ

リーとシュウは、なんとモデ

ルさん！ 現在はスーツのプロ

モーションビデオや女性誌な

どで活躍中、今までも様 な々

芸能人と共演してきました。

普段はお店の奥でくつろいで

いる２匹ですが、カメラを向

けるとすっかりモデルの表情

に！ 我孫子の金物店から全

国へ。今後の活躍にも期待

です！

国産天然木の産地直売
ひのき工房

千葉県我孫子市布佐 808-3
営業時間：9：00 ～18：00
定休日：不定休（お問い合わせください）
Tel：090-4702-6364 URL：http://www.kra-kinoie.jp/

ベルベル
ひな子ひな子 ひめ子ひめ子

（猫・1歳・メス） （黒柴・3歳・メス）

千葉県我孫子市若松
URL：http://singlebigk.com/

SR バイク専門店
singlebigk
シングルビッグケイ

（スコッチテリア・6歳・オス）

●SR バイク専門店。パーツなどの
　全国販売も行っています。

農業機械・建築資材・家庭金物
染井金物店

（ダルメシアン・13歳・メス）
（ダルメシアン・7歳・オス）

千葉県我孫子市本町 3-8-12
営業時間：8：00 ～18：30
定休日：日曜日（祝日は営業）
Tel：04-7182-2375

●種・苗・農業資材を販売するお店。
　種の種類も豊富で育て方も分かり
　やすく教えてもらえます。

●種・苗・農業資材を販売するお店。
　種の種類も豊富で育て方も分かり
　やすく教えてもらえます。

●天然木を使った家具や内装を提案するお店。
　より良い物を手頃な価格でご提供します。
●天然木を使った家具や内装を提案するお店。
　より良い物を手頃な価格でご提供します。

●農業機械・建築資材・家庭金物などを販売するお店。
　丁寧に教えてくれるのでDIY を始めたい人にもお勧めです。
●農業機械・建築資材・家庭金物などを販売するお店。
　丁寧に教えてくれるのでDIY を始めたい人にもお勧めです。

ジェニュインジェニュイン リリー&シュウリリー&シュウ

柏・我孫子の夏の夜空の風物詩となっている手賀沼花火大会。
今年も、多くの両市民の皆さまの声を受けて開催いたします。幻想
的な水中花火や大迫力のウルトラジャンボスターマイン、子どもたち
に人気のキャラクターマインは、今年も健在！ぜひ、夏の楽しい一
夜をお楽しみください！ また、市民が支える、市民が参加する花火
大会として、市民募金や協賛金を受け付け中。
チケットは 7/1（土）より販売しております。詳しくは広報あびこ
7/1号をご覧ください。
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※荒天時翌日8/6（日）順延
打上時間：19：00 ～20：30
（※打ち上げ開始は19：10）
打上予定数：約13,500 発

問 お問い合わせ：手賀沼花火大会実行委員会
【柏第１会場】　柏商工会議所 Tel：０４-７１６２-３３２５
【柏第２会場】　柏市沼南商工会Tel：０４-７１９１-２８０３
【我孫子会場】　我孫子市商工会Tel：０４-７１８２-３１３１
大会当日午前８時以降はテレホンガイド０１８０-９９１-１５５をご利用下さい。

打上会場：手賀沼湖上
【柏第1会場】手賀沼自然ふれあい緑道：北千葉導水ビジターセンター寄り
【柏第 2会場】手賀沼自然ふれあい緑道：道の駅しょうなん寄り
【我孫子会場】手賀沼公園・手賀沼ふれあいライン
　　　　　　　（JR 我孫子駅南口より徒歩10 分）

※大会当日会場周辺では１８
時から２１時（我孫子会場
は一部２１時３０分）まで、
交通規制が予定されていま
す。交通規制区域外も激し
く渋滞しますので、車での
ご来場はご遠慮下さい。

2017
手賀沼花火大会

7月15日（土）～ 7月31日（月）

問
所
NPO 法人手賀沼トラストTel.090-9853-3862（桐石）
千葉県我孫子市根戸新田字船戸

問

所

我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課
Tel.04-7185-1601

我孫子南近隣センター　9階ホール
千葉県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ）
我孫子市本町 3-1-2（JR 我孫子駅南口徒歩2分）

所 我孫子市民プラザ（あびこショッピングプラザ 3階）
千葉県我孫子市我孫子 4-11-1（JR 我孫子駅北口徒歩10 分）

特別展葛飾北斎とその時代 10：00 ～17：00

715
土

蓮見舟のみのご予約：04-7182-1015（手賀沼の小池）
蓮見舟と角松ランチのご予約：04-7182-1335（割烹旅館角松本店）

我孫子の蓮を楽しむ。我孫子の蓮を楽しむ。

根戸新田の蓮根戸新田の蓮

問

所

NPO 法人手賀沼トラスト事務局
Tel.04-7115-1109（富沢）

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）

所 手賀沼の小池　千葉県我孫子市我孫子新田 22-7-21
割烹旅館角松本店　千葉県我孫子市本町 3-7-5

費用：無料
駐車場：手賀沼ファームの駐車場をご利用ください。

NPO法人「手賀沼トラスト」が栽培する
蓮の花は7月がちょうど見ごろです。
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。

蓮見舟と
　　角松ランチ
蓮見舟と
　　角松ランチ7/24（月）～ 8/25（金）まで、舟で手賀沼へ漕ぎだし

間近で蓮を楽しむことができます。
蓮見舟のみ5人から運行　費用：1000 円（税抜）

また、割烹旅館角松本店での限定蓮根懐石ランチも開催。
五感で蓮を楽しめます。
蓮見舟と角松ランチ　費用：5000 円（税・サービス・乗船料込）

※ 8／ 5（土）・6（日）・12（土）は
　お受けできません。

※どちらのプランも要予約となっております。　※蓮見舟は荒天運休

7 15
16
土
日

問

所

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）

Tel.04-7182-2731（小熊）

我孫子八坂神社周辺
（JR 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7/1号をご覧ください。

16日は大神輿が山車を引きつれ
街を練り歩きます。
鈴木屋本店経由～八坂神社
　出発11：00　到着16：55
我孫子第四小学校経由～八坂神社
　出発18：00　納め21：00
15日は夕方頃、16日は昼頃から
屋台が立ち並びます。

我孫子八坂神社祭礼

費用：無料
駐車場：手賀沼ファームの駐車場
　　　　をご利用ください。

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！夏を感じる人気のイベントです。
ゴール到達者にはプレゼントも！？

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！夏を感じる人気のイベントです。
ゴール到達者にはプレゼントも！？

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！

ひまわり迷路と

クイズに挑戦！
7月27日（木）～ 7月30日（日）
10:00 ～16:00　※雨天順延10:00 ～16:00　※雨天順延

第六十回我孫子市民文化祭記念事業として特別展「葛飾北斎とその時代」を開催
します。近世絵画の代表格・葛飾北斎を中心に同時代に活躍した浮世絵師たちの
肉筆・版画約五十点を堂々公開します。

7/15（土）には特別講演も開催いたします。
特別講演「葛飾北斎とその時代」
講師：安村敏信 氏（国際浮世絵学会常任理事）

13：30 ～15：00（予定）
※当日正午より会場にて整理券配布
※先着約 80 名

展示・講演に関するお問い合わせ

葛
飾
北
斎
「
雪
中
鷲
図
」

葛
飾
北
斎「
団
扇
と
美
人
図
」

※入場無料

撮影：平嶋 哲史
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特集！　看板ペットのいるお店

種・苗・農業資材　根本種苗

千葉県我孫子市中里 8-2
営業時間：8：00 ～日暮れまで
定休日：水曜日
Tel：04-7188-2101

（ホーランドロップ・5歳・オス）

お店のなかで放し飼いに

されているベル君。おで

こをなでられるのが大好

きな人懐っこい性格で、

近所では有名な“看板う

さぎ”です。好物はニン

ジンとリンゴ。時にはお店

の苗をかじってしまうこと

も…。（かじられた苗は少

し安く売るそうです。）

オーナーご夫婦やお客さ

んに暖かく見守られて、

今日ものびのび気ままに

過ごしています。

カラスに襲われていた子猫

のひな子をひめ子が助けた

のがきっかけで、一緒に生

活するようになった２匹。

ひな子はカラスに突かれ、

後ろ足を一本失ってしまいま

した…。その後、ひめ子は

母乳が出るようになり、ひ

な子をしっかり育て上げま

した。種類を超えた親子の

愛を感じますね。現在２匹

は優しいスタッフに見守ら

れながら、木の香り漂う「ひ

のき工房」を仲良く元気に

駆け回っています。

お店の前にちょこ

んと座っている

とってもお利口な

ジェニュイン君。

お手や、ジャン

プ、もお手の物！

ジ ェ ニ ュ イン

(GENUINE）は 英

語で「純 正・純

粋」と言う意味。

名前どおり純粋

でオーナー思い

な、グッドボーイ

です。

並べられた、鍬や鎌、釘にシャ

ベル。その間を抜けると…美

しい毛並みの２匹が出迎えて

くれます。ダルメシアンのリ

リーとシュウは、なんとモデ

ルさん！ 現在はスーツのプロ

モーションビデオや女性誌な

どで活躍中、今までも様 な々

芸能人と共演してきました。

普段はお店の奥でくつろいで

いる２匹ですが、カメラを向

けるとすっかりモデルの表情

に！ 我孫子の金物店から全

国へ。今後の活躍にも期待

です！

国産天然木の産地直売
ひのき工房

千葉県我孫子市布佐 808-3
営業時間：9：00 ～18：00
定休日：不定休（お問い合わせください）
Tel：090-4702-6364 URL：http://www.kra-kinoie.jp/

ベルベル
ひな子ひな子 ひめ子ひめ子

（猫・1歳・メス） （黒柴・3歳・メス）

千葉県我孫子市若松
URL：http://singlebigk.com/

SR バイク専門店
singlebigk
シングルビッグケイ

（スコッチテリア・6歳・オス）

●SR バイク専門店。パーツなどの
　全国販売も行っています。

農業機械・建築資材・家庭金物
染井金物店

（ダルメシアン・13歳・メス）
（ダルメシアン・7歳・オス）

千葉県我孫子市本町 3-8-12
営業時間：8：00 ～18：30
定休日：日曜日（祝日は営業）
Tel：04-7182-2375

●種・苗・農業資材を販売するお店。
　種の種類も豊富で育て方も分かり
　やすく教えてもらえます。

●種・苗・農業資材を販売するお店。
　種の種類も豊富で育て方も分かり
　やすく教えてもらえます。

●天然木を使った家具や内装を提案するお店。
　より良い物を手頃な価格でご提供します。
●天然木を使った家具や内装を提案するお店。
　より良い物を手頃な価格でご提供します。

●農業機械・建築資材・家庭金物などを販売するお店。
　丁寧に教えてくれるのでDIY を始めたい人にもお勧めです。
●農業機械・建築資材・家庭金物などを販売するお店。
　丁寧に教えてくれるのでDIY を始めたい人にもお勧めです。

ジェニュインジェニュイン リリー&シュウリリー&シュウ

柏・我孫子の夏の夜空の風物詩となっている手賀沼花火大会。
今年も、多くの両市民の皆さまの声を受けて開催いたします。幻想
的な水中花火や大迫力のウルトラジャンボスターマイン、子どもたち
に人気のキャラクターマインは、今年も健在！ぜひ、夏の楽しい一
夜をお楽しみください！ また、市民が支える、市民が参加する花火
大会として、市民募金や協賛金を受け付け中。
チケットは 7/1（土）より販売しております。詳しくは広報あびこ
7/1号をご覧ください。

8 5
土

※荒天時翌日8/6（日）順延
打上時間：19：00 ～20：30
（※打ち上げ開始は19：10）
打上予定数：約13,500 発

問 お問い合わせ：手賀沼花火大会実行委員会
【柏第１会場】　柏商工会議所 Tel：０４-７１６２-３３２５
【柏第２会場】　柏市沼南商工会Tel：０４-７１９１-２８０３
【我孫子会場】　我孫子市商工会Tel：０４-７１８２-３１３１
大会当日午前８時以降はテレホンガイド０１８０-９９１-１５５をご利用下さい。

打上会場：手賀沼湖上
【柏第1会場】手賀沼自然ふれあい緑道：北千葉導水ビジターセンター寄り
【柏第 2会場】手賀沼自然ふれあい緑道：道の駅しょうなん寄り
【我孫子会場】手賀沼公園・手賀沼ふれあいライン
　　　　　　　（JR 我孫子駅南口より徒歩10 分）

※大会当日会場周辺では１８
時から２１時（我孫子会場
は一部２１時３０分）まで、
交通規制が予定されていま
す。交通規制区域外も激し
く渋滞しますので、車での
ご来場はご遠慮下さい。

2017
手賀沼花火大会

7月15日（土）～ 7月31日（月）

問
所
NPO 法人手賀沼トラストTel.090-9853-3862（桐石）
千葉県我孫子市根戸新田字船戸

問

所

我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課
Tel.04-7185-1601

我孫子南近隣センター　9階ホール
千葉県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ）
我孫子市本町 3-1-2（JR 我孫子駅南口徒歩2分）

所 我孫子市民プラザ（あびこショッピングプラザ 3階）
千葉県我孫子市我孫子 4-11-1（JR 我孫子駅北口徒歩10 分）

特別展葛飾北斎とその時代 10：00 ～17：00

715
土

蓮見舟のみのご予約：04-7182-1015（手賀沼の小池）
蓮見舟と角松ランチのご予約：04-7182-1335（割烹旅館角松本店）

我孫子の蓮を楽しむ。我孫子の蓮を楽しむ。

根戸新田の蓮根戸新田の蓮

問

所

NPO 法人手賀沼トラスト事務局
Tel.04-7115-1109（富沢）

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）

所 手賀沼の小池　千葉県我孫子市我孫子新田 22-7-21
割烹旅館角松本店　千葉県我孫子市本町 3-7-5

費用：無料
駐車場：手賀沼ファームの駐車場をご利用ください。

NPO法人「手賀沼トラスト」が栽培する
蓮の花は7月がちょうど見ごろです。
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。

蓮見舟と
　　角松ランチ
蓮見舟と
　　角松ランチ7/24（月）～ 8/25（金）まで、舟で手賀沼へ漕ぎだし

間近で蓮を楽しむことができます。
蓮見舟のみ5人から運行　費用：1000 円（税抜）

また、割烹旅館角松本店での限定蓮根懐石ランチも開催。
五感で蓮を楽しめます。
蓮見舟と角松ランチ　費用：5000 円（税・サービス・乗船料込）

※ 8／ 5（土）・6（日）・12（土）は
　お受けできません。

※どちらのプランも要予約となっております。　※蓮見舟は荒天運休

7 15
16
土
日

問

所

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）

Tel.04-7182-2731（小熊）

我孫子八坂神社周辺
（JR 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7/1号をご覧ください。

16日は大神輿が山車を引きつれ
街を練り歩きます。
鈴木屋本店経由～八坂神社
　出発11：00　到着16：55
我孫子第四小学校経由～八坂神社
　出発18：00　納め21：00
15日は夕方頃、16日は昼頃から
屋台が立ち並びます。

我孫子八坂神社祭礼

費用：無料
駐車場：手賀沼ファームの駐車場
　　　　をご利用ください。

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！夏を感じる人気のイベントです。
ゴール到達者にはプレゼントも！？

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！夏を感じる人気のイベントです。
ゴール到達者にはプレゼントも！？

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！

ひまわり迷路と

クイズに挑戦！
7月27日（木）～ 7月30日（日）
10:00 ～16:00　※雨天順延10:00 ～16:00　※雨天順延

第六十回我孫子市民文化祭記念事業として特別展「葛飾北斎とその時代」を開催
します。近世絵画の代表格・葛飾北斎を中心に同時代に活躍した浮世絵師たちの
肉筆・版画約五十点を堂々公開します。

7/15（土）には特別講演も開催いたします。
特別講演「葛飾北斎とその時代」
講師：安村敏信 氏（国際浮世絵学会常任理事）

13：30 ～15：00（予定）
※当日正午より会場にて整理券配布
※先着約 80 名

展示・講演に関するお問い合わせ

葛
飾
北
斎
「
雪
中
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」

葛
飾
北
斎「
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扇
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美
人
図
」

※入場無料

撮影：平嶋 哲史
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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
「アビシルベ」発行（月刊）
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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

「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☆

懐かしの映画ポスター展第15弾
「西部劇映画ポスター展」
7 /21（金）18：00～

7 / 4（火）～ 7 /17（月）17：00まで

marche・de・jul 
出張フラワーマーケット

7 /22（土）・ 23（日）10：00～ 16：00

あびこのおみやげ買えるうなぁ
7 /24（月）12：00～ 7 / 30（日）15：00

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
7 /23（日）

LIVE !

◆特集！看板ペットのいるお店
◆手賀沼花火大会 2017
◆我孫子の蓮を楽しむ。
　・根戸新田の蓮・蓮見舟と角松ランチ
◆ひまわり迷路とクイズに挑戦！
◆我孫子八坂神社祭礼
◆特別展「葛飾北斎とその時代」
◆3館イベント情報

◆特集！看板ペットのいるお店
◆手賀沼花火大会 2017
◆我孫子の蓮を楽しむ。
　・根戸新田の蓮・蓮見舟と角松ランチ
◆ひまわり迷路とクイズに挑戦！
◆我孫子八坂神社祭礼
◆特別展「葛飾北斎とその時代」
◆3館イベント情報

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

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）電話：04-7185-2192
所在地：千葉県我孫子市緑 2-11-8　　　　　　　＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円
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

白樺サロンのひととき

～ 夏 ～

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）

白樺文学館

鳥の博物館

白樺文学館 1階ピアノサロン所
白樺文学館 地階音楽室所
申込 問 白樺文学館 04-7185-2192

14：00 ～15：00

「鳥・酉・鶏・とり―酉年はトリで楽しむ―」

7 29
土

＊
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ひまわり迷路ひまわり迷路

我孫子八坂神社祭礼 鳥博第 78 回企画展根戸新田の蓮

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。7月は「夏」をテー
マに開催します。

朗読のひととき

～我孫子を知る①～
14：00 ～15：00 7 30

日7 月の朗読のひとときは新シリー
ズ「我孫子を知る」です。第 1 弾は「我孫
子と白樺派」をテーマに開催します。志賀や
柳の描く我孫子の様子を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。

それぞれ

2月の白樺サロンのひとときの様子
2月の朗読のひとときの様子

杉村楚人冠記念館

7月11日（火）～ 10月1日（日）

7月15日（土）～ 11月26日（日）

「明治時代の仏教青年
『新仏教』の足跡」

明治維新の前後に生まれた世代は、最初に近代教育を
受けて育った世代です。明治150年記念関連事業として、
この世代の青年期に着目、明治 5 年生まれの杉村楚人
冠と雑誌『新仏教』に集った仲間たちを紹介します。鈴
木大拙、伊藤左千夫の未公開の書簡も展示します。

夏休みに、静かに心を落ち着けて時間を
過ごす体験をしてみませんか？　駒澤大学
の禅の先生の指導で、座禅教室を行いま
す。親子向けですので、難しいことはあり
ません。気軽にご参加ください。

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00まで）
休館 月曜（7月17日、9月18日は開館）、
　　  7月18日、9月19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
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円

企画展

杉村楚人冠記念館ワークショップ

「親子座禅教室」8 20
日

14：00 ～
90 分程度

生涯学習センター「アビスタ」第 1・2和室所

講師：大澤 邦由さん（駒澤大学仏教学部講師）

参加資格：小学生・中学生とその保護者
（小中学生のみの参加も受け付けます、複数の小中学生に保護
者一人でもかまいません）
定員：40 名程度（要予約・先着順）　参加費：無料
終了後は杉村楚人冠記念館へ移動し、学芸員が小中学生向け
の解説を行います。保護者の方も無料でご入館いただけます。 

申込 問

問

杉村楚人冠記念館 04-7182-8578

◎7月16日 9 時から電話受付開始

酉年にちなみ、ヒトと鳥類との関わり
をテーマにした企画展を開催します。
「鳥」、「酉」、「鶏」、「とり」の 4 つ
のサブテーマを設け、それぞれの視
点から、ヒトと鳥類の多様な関係に
ついて紹介します。

9：00 ～15：30あびこ自然観察隊

「手賀沼のプランクトンと水鳥観察」

荒天の場合、鳥の博物館で館内の見学となります。
対象・定員：市内在住の小学生 20 名
（大人及び幼児は定員外、小学3年以下は保護者同伴）
参加費：保険料として50 円

日時：8月5日～8月27日の土日祝日
　　13:30 から一時間程度　場所：鳥の博物館
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（ただし入館料がかかります）　定員：30 名
申込：なし（13：25分開場、材料が無くなり次第終了）

第 78 回企画展

水の館（手賀沼課） 04-7184-0555 
6月16日から7月14日まで電話で先着受付

身近な材料で作ったプランクト
ンネットで、手賀沼のプランクト
ンを観察します。また、小型船
に乗って手賀沼で見られる鳥を
観察します。

夏休み鳥の科学作品展

夏の遊びと研究大集合！！

昨年の市内小中学生の夏休みの自由研究の作品の中から、
鳥をテーマにした科学作品を館内で展示します。

夏休み期間中に工作・観察イベントを開催します。自由研
究のヒントになるようなイベントが盛りだくさんです。

日時：7月22日（土）～8月31日（木）
場所：鳥の博物館 1階エントランスホール

手賀沼でカヌーを楽しもう！
※申し込み期限7/10（月）まで

集まれ！我孫子の看板ペット！集まれ！我孫子の看板ペット！

ひめ子&ひな子ひめ子&ひな子 ベルベル リリー&シュウリリー&シュウ ジェニュインジェニュイン

葛飾北斎「不二越の龍」 蓮見舟と角松ランチ ひまわり迷路とクイズに挑戦！

手賀沼花火大会


