
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）年末年始休館（12/29～1/3）
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

鳥の博物館

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

白樺文学館

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）年末年始休館（12/29～1/3）
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

杉村楚人冠記念館

アビプレ67号（2018年10月10日 発行）　　編集・発行／我孫子インフォメーションセンター指定管理者 株式会社エヌケイサービス　　印刷／（有）マエダ印刷4
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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1番10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

アビシルベ月間予定

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

Go to next page

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！ 
HomePage

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！

10／21（日）
ライブ・オン・アビシルベ

9／25（火）～10／18（木） ※10/6・14を除く
あびこの魅力 満喫写真展

10／22（月）～ 25（木）
第61回市民文化祭書道展PR
10／23（火）～ 11／4（日）
JBF PRイベント「ちょっと先取りJBF」

11／5（月）～ ７（水）
第61回市民文化祭書道展PR
11／8（木）～ 11／15（木）
第72回東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展

10／28（日）
あびこ文豪巡りツアー

10／19（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

ジャパンバードフェスティバル

手賀沼エコマラソン

鳥の博物館
てがたん

白樺文学館
河村蜻山展

旧武者小路実篤邸跡
特別公開

杉村楚人冠記念館
企画展

我孫子市産業まつり 布佐もみじまつり

LIVE !

LIVE !

てがたん1013
土

1020
土

＊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。）

10：00～12：00
「ヒヨドリの渡り」

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

※先着20名ご予約はアビシルベまで！

・ジャパンバードフェスティバル2018
・我孫子市内大学文化祭情報！「あびこ祭」「鶴雅祭」
・第２４回 手賀沼エコマラソン
・２０１８手賀沼チームラン・キッズランうなきちカップ
・第37回 我孫子市産業まつり
・第10回 布佐もみじまつり
・我孫子国際野外美術展
・我孫子らーめん紀行第三弾！「浜屋 我孫子店」
・旧武者小路実篤邸跡特別公開
・我孫子市３館イベント情報

・ジャパンバードフェスティバル2018
・我孫子市内大学文化祭情報！「あびこ祭」「鶴雅祭」
・第２４回 手賀沼エコマラソン
・２０１８手賀沼チームラン・キッズランうなきちカップ
・第37回 我孫子市産業まつり
・第10回 布佐もみじまつり
・我孫子国際野外美術展
・我孫子らーめん紀行第三弾！「浜屋 我孫子店」
・旧武者小路実篤邸跡特別公開
・我孫子市３館イベント情報

所 旧武者小路実篤邸跡（千葉県我孫子市船戸 2丁目21-9）

1110
土

1111
日

※雨天実施
※駐車場なし

新しき村100 年
旧武者小路実篤邸跡特別公開

新しき村100 年を記念し、民間所有地である「旧武者小路実篤邸跡」を
２日間に限り特別公開します。

両日10：00、10：30、11：00、11：30、13：00、13：30、14：00、
14：30、15：00、の 9回（１回 30人ずつ入場。事前申し込み制）

白樺派の文人 “武者小路実篤” は、大正７
（1918）年に「新しき村」の発会式をここで
執り行い、宮崎県日向へ旅立って行きました。
現在、実篤邸跡に残る建物は、大正時代の
建物を模して戦後建てられたものですが、
庭から斜面林の景観と相まって、当時の我
孫子をしのぶことができる数少ない場所と
なっています。
当日は武者小路実篤の業績をしのぶパネルの設置、資料の特別展示、川村学園女子大
学による「白樺派のカレー」の販売、オンラインゲーム「文豪とアルケミスト」のキャ
ラクターパネルの展示（協力：DMM.GAMES）などを行う予定です。皆さまのご予約お
待ちしております。

●参加費：300 円（保険・資料・記念品代含む）
●申　込：我孫子市教育委員会　文化・スポーツ課
　　　   Tel.04-7185-1583（平日9：00 ～17：00 のみ受付）
　　　　10月16日より、電話にて受付。各回 30人、満員になり次第締め切り。

【休館日のお知らせ‥10月 30日（火）31日（水）は展示替えのため休館致します。】

1021
日

白樺の調べ
場所：1階ピアノサロン
定員：先着20名
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏、
学芸員の軽快なトークをお楽しみいただきます。
新シリーズ「『和解』を読む」第 3回です。

14：00～15：00

企画展
「我孫子深草窯築窯80周年記念河村蜻山展」

後期：11月1日（木）～平成31年1月27（日）まで

10月14日（日）～平成31年1月14日（月・祝）

陶芸家河村蜻山が旧柳宗悦邸（三樹荘）に窯を築いて今年で
８０年を迎えます。杉村楚人冠との交流や、第一小学校での
陶芸指導など我孫子に多くの足跡を残した蜻山の魅力に迫る
展覧会です。後期展では、京都・我孫子・鎌倉の各時代を紹
介し、蜻山の多彩な作品を展示します。

赤絵花鳥文香炉（明月窯蔵）我孫子時代
あかえかちょうもんこうろ めいげつよう

明治時代の世界一周旅行
～楚人冠の「世界一周会」

海外へ行くといえば用務や留学に限られた時代に実行された、
世界一周の団体旅行。
しかも、これはジャーナリスト杉村楚人冠が企画し朝日新聞の
事業として実施されたものでした。一体どんな旅行だったのか、
当時の資料から紹介します。

コロッセオ（ローマ）での世界一周会一行

ヒヨドリは一年中身近に見られる鳥ですが、実は渡り
をします。手賀沼を越えて南へ渡っていくヒヨドリを
定点観察してみましょう。

テーマトーク

時間：13：30～14：15
　　　（開場13：15）
会場：２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着50名）
参加費：無料（入館料別途）

山階鳥類研究所の研究員による講演会です。

「フクロウの翼のひみつ～その知られざる苦労～」
講師：山崎剛史さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室）
フクロウ類の多くは夜行性のハンターです。彼らの翼には静かに飛
ぶための特殊構造が進化しています。でもちょっと待ってください。
彼らの翼が本当にそんなにすごいものだとしたら、フクロウ類のほ
かに似た翼を持つ鳥がほとんどいないのはなぜなのでしょうか？ 
静かな翼をめぐる最新研究から、フクロウ類の知られざる苦労が見
えてきました。

企画展

鳥の祭典開催！鳥の祭典開催！



うなきちカップ 検索

111811

うなきちカップうなきちカップ
2018手賀沼チームラン・キッズラン

エントリー締め切り  10月20日（土）

2018年 月 日 日

嬉しい参加賞はこれ！
チームランは、大会オリジナルマフラータオルを
参加者全員にプレゼント！キッズラン、親子ランは
参加賞メダルがもらえるよ。

NOW  PRINTING
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キッズラン（1km）、
親子ラン(1km)も同時開催！

周回コースをチームでたすきリレーをしながら、
あらかじめ決められた時間や距離でチームの
走行距離や走破タイムを競います。本大会では、
各チームの5時間のコース周回数を競います。

※指定日までに入金できない場合は、キャンセル扱いとなります。

ランネット RUNNET  
エントリーページ

http://runnet.jp/cgi-bin/?id=198233

定員に達し次第、募集を締め切ります。お早めにどうぞ！

お申し込み期間：2018年8月1日（水）～10月20日（土）
お申し込み（エントリー）サイトのランネット（RUNNET）に
アクセスし、“エントリー”ページからお申し込み後に指定の
方法で参加費をお支払いください。

チームランとは？チームランとは？

参加申し込み方法参加申し込み方法

主催：うなきちカップ実行委員会／我孫子市　  運営：有限会社Purayプライ
主管：我孫子市教育委員会、ブルックス(カスタムプロデュース株式会社)、ＮＰＯ法人我孫子市体育協会　  協力：あびこ農産物直売所あびこん、アビシルベ
大会に関するお問い合わせ：〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 
　　　　　　　　　　　　　TEL：04-7185-1604（月～金／8:30～17:00 ※祝日を除く）

会場：手賀沼親水広場特設コース（水の館周辺）

18

・１人１周以上を走ります。
・走る順番や１人の周回数は、各チームで自由に決められます。
・たすきリレーの回数も自由に決められるので、一度走り終えたランナーでも再度走ることができます。
・たすきの受け渡しは、コース内の決められたゾーンで行います。
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私たちはスポーツ振興くじ助成を受けています。
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Tel.04-7183-0111（大学代表）

千葉県我孫子市下ヶ戸1133

JR 我孫子駅北口にある人気店浜屋。
魚介が利いた濃厚スープが特徴で、
食べごたえ抜群◎
麺は毎朝お店で仕込んでおり、
その他の具材ももちろん手づくり！
一人でも入り易い、明るい店内も魅力です。
おススメはつけそばと、
濃厚和風中華そば。
魚介の旨味を存分に
お楽しみください！
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問

所

所 営
千葉県我孫子市我孫子 4-4-1

我孫子らーめん紀行 第三弾！
浜屋　我孫子店

Tel.04-7182-0407

年中無休 平日11：30～14：30／17：30～22：00
土・日・祝11：30～14：30／17：30～21：00

9：30
　～16：00

1028
日

1118
日

9：30
　～15：00

我孫子市内大学文化祭情報！
川村学園女子大学「鶴雅祭」 中央学院大学「あびこ祭」

「鶴雅祭」で検索！

〇注目イベント&出展
・第 28 回鳥学講座『スズメ研究のススメ』
スズメについて、一般向けの著書もある、
スズメ研究者の三上修さんに紹介していただきます。
日時：11月3日（土・祝）13:30 ～15:00（開場13：00）　
会場：アビスタ（我孫子市生涯学習センター）ホール
定員：当日先着120人（事前の申し込みは要りません）
参加費：無料
講師：三上 修（北海道教育大学函館校 准教授）

・『全日本鳥フォトコンテストin JBF 講演会』
フォトコンテスト審査員による総評とワンナップ撮影術
日時：11月 4日（日）12:15 ～13:15
会場：アビスタホール（作品展示はアビスタミニホール）
定員：当日先着120人（事前の申し込みは要りません）
参加費：無料
講師：叶内 拓哉、戸塚 学、♪鳥くん、中野 泰敬

ジャパンバードフェスティバル
２０１８ ～人と鳥の共存をめざして～

ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival/ 略称：JBF）は、
我孫子市手賀沼周辺にて行われる、日本最大級の鳥をテーマにし
たイベントです。
毎年、子どもからお年寄りまで多くの人が訪れる “鳥好き” にはた
まらないイベントになっています。もちろん、鳥好きでなくても、
来て、見て、鳥が好きになれる、楽しいイベントです。

JBF 実行委員会事務局（我孫子市手賀沼課）Tel.04-7185-1484
開催日当日専用 Tel.080-3499-4154／080-3499-9519
JBF の詳しい内容は公式ホームページをご覧ください。
http://www.birdfesta.net/

・手賀沼親水広場・オオバン広場
双眼鏡や望遠鏡、撮影・録音機材の展示・販売、鳥グッズの販売、
様々な工作体験、手賀沼湖畔・船上バードウォッチングのほか、
全国各地（北は北海道、南は小笠原諸島！）だけでなく、海
外から集まった団体の活動展示など、見どころ満載！
ステージでは様々なアーティストのライブのほか、どなたでも
参加できる『じゃんけん大会』も開催！フードの出店も多数あり！

・鳥の博物館内イベント
～ゲストトーク～『海ゴミ ＧＯ ＭＥ！ ～ゴミが鳥や動物に与える影響、
　　　　　　　　　　　　　減らすために私たちができること～』

ゴー ミー

～鳥の工作～
日時：両日10:00 ～12:00
会場：鳥の博物館 2階
　　　友の会・市民スタッフルーム
申込：参加費無料、先着順、
　　　材料がなくなり次第終了。

～鳥博クイズ～
日時：両日13:30 ～15:30
会場：鳥の博物館展示室
申込：参加費無料、各回当日先着150 名
※全問正解者には記念品をプレゼント！

陸で発生したゴミは水路を通じ最後に海に出て行き
ます。ゴミを減らすために私たちはどうしたらよい
のでしょうか？
日時：11月 4日（日）10:30 ～11:30（開場10：00）
会場：鳥の博物館 2階多目的ホール
定員：当日先着 50人（事前の申し込みは要りません）
参加費：無料
講師：葉山 久世（神奈川野生動物救護連絡会）

第２４回

第３７回 第１０回

柏ふるさと公園（千葉県柏市柏下４）他、我孫子市・柏の手賀沼周辺
手賀沼エコマラソン実行委員会事務局 Tel.04-7176-8345
（月～金 / 9：00 ～16：00　※祝日を除く）

手賀沼親水広場特設コース（千葉県我孫子市高野山新田193 番地）
うなきちカップ実行委員会
（事務局：我孫子市教育委員会文化・スポーツ課）Tel.04-7185-1604

ハーフマラソン（21.0975km）日本陸連公認大会
※ランナーエントリーは締め切っています。

コース：スタート公道（柏ふるさと公園入口我孫子側）～根戸新田Ｔ字路～我孫子
生涯学習センター前～手賀大橋～道の駅しょうなん～ふれあい緑道～曙橋～フィッシ
ングセンター前～都部新田交差点～湖北台中先折り返し～五本松公園～高野山新田
交差点～親水広場～手賀大橋～ふれあい緑道～ビジターセンター～柏ふるさと公園

メイン会場では随時ブラスバンドやチアリーディングに
よるパフォーマンス、名物のラジオ体操は今年も実施。
コース各所にはブラスバンドや和太鼓演奏があります。
お勧めスポット観戦スポットは柏ふるさと公園でのス
タートから大通り！ 一斉に走り出すランナーは大迫力！

メイン会場では随時ブラスバンドやチアリーディングに
よるパフォーマンス、名物のラジオ体操は今年も実施。
コース各所にはブラスバンドや和太鼓演奏があります。
お勧めスポット観戦スポットは柏ふるさと公園でのス
タートから大通り！ 一斉に走り出すランナーは大迫力！

開会式   9：00 ～
スタート 10：00 ～
表彰式 12：30

開会式   9：00 ～
スタート 10：00 ～
表彰式 12：30

開会式　8：45～
スタート（親子ラン）9：00 ～
閉会式　15：15
飲食店の出店や、ステージでは、チーバくん
や手賀沼のうなきちさん、アーティストなどが
会場を盛り上げます。もちろんランナー以外の
方も楽しめます！！

チームラン（5時間）、親子ラン１㎞、キッズラン（１㎞）
チームランでは、２～10人チームで襷をつなぎ、コース周回数
を競います。　　　
エントリー受付中（エントリーサイト：RUNNET １０月２０日締切）
コース：手賀沼親水広場特設コース（1週１㎞）

1021
日

11 4
日

10：00～15：00
※雨天中止

10：00～16：00
※雨天中止
　順延なし

我孫子市産業まつり

湖北台中央公園（JR 成田線湖北駅南口より南西へ 徒歩約 3分）
産業まつり実行委員会Tel.04-7188-2085（今井さん）

JR 成田線布佐駅東口大通り（交通規制あり）
布佐もみじまつり実行委員会Tel.04-7189-2100

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

～市民みんなの力で我孫子に活気を！
　このお祭りから市内の産業を盛り上げよう！～

市内企業の PR ブースをは
じめ、市内商店の青空市な
ど我孫子市内のお店が多数
集まります。
 巨大なスポーツスライダー
やステージイベントなど楽し
い企画も盛りだくさんです。
おまつりスタンプラリー対
象のおまつりです。湖北地
区ラストなので４地区制覇
を目指す方はお忘れなく。

布佐もみじまつり
～おまつりスタンプラリーは
　布佐にはじまり布佐に終わる…～

美味しいもの、新鮮なもの
いっぱい！布佐地域の地元
商店やフリーマーケットが
多数出店。
秋の過ごしやすい気候の中
での、楽しいおまつりです。
我孫子市おまつりスタンプ
ラリー対象のおまつりのラ
ストを飾ります。応募がま
だの人はもみじまつりにて
お忘れなくご応募ください。

旧井上家住宅（千葉県我孫子市相島新田1）

我孫子国際野外美術展
会期 10月13日（土）～11月1日（木）

～二十年のあゆみ～

入場無料　※月曜休み

詳しくはホームページをご覧ください。https://www.abikoe.com/

9：00～16：00

毎年我孫子国際野外美術展では、現代美
術という新しい表現作品を、自然林を散策
しながら親しんでいただき、身近にある素
敵な環境を再認識するきっかけを目指して
おります。
「二十年のあゆみ」と題したこの企画では、
これまで係わった人々に注目し、如何に人々
の力が大切であるかを再認識できる機会と
なることを願っています。
オープニングセレモニーは 10/13（土）10：
00より開催いたします。

濃厚和風中華そば  750 円（税込）

つけそば  800 円（税込）

今年の鶴雅祭のテーマは「笑顔満祭」です。
私たち学生だけでなく、来場してくださるすべての皆様に笑顔があふれ、
お祭りのような学園祭にしたいとの思いを込めました。
8学科・クラブ・同好会等の特色を生かした展示・公演・模擬店など
企画盛りだくさん！
20（土）には執事歌劇団、21（日）には声優の平田広明がやってくる！
詳しくは「鶴雅祭」で検索！

1020
土

1021
日

10：00～16：00 Tel.04-7183-6518（学生課）

千葉県我孫子市久寺家451

問
所

「あびこ祭」で検索！

今年のあびこ祭のテーマは「つなぐ」です。
地域と学生、学生同士など様々な人とのつながりを持ち、交流を深める
場にしたいと思い「つなぐ」というテーマを掲げました。
各学部の催し盛りだくさん！ 受験生必見の入試相談コーナーもありますよ！
27（土）には尼神インター・西村ヒロチョのお笑いライブ、声優 楠田亜衣
奈のトークショーが、28（日）には酸欠少女 さユりライブが開催されます。
詳しくは「あびこ祭」で検索！

1027
土

1028
日

10：00～16：30
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うなきちカップうなきちカップ
2018手賀沼チームラン・キッズラン

エントリー締め切り  10月20日（土）

2018年 月 日 日

嬉しい参加賞はこれ！
チームランは、大会オリジナルマフラータオルを
参加者全員にプレゼント！キッズラン、親子ランは
参加賞メダルがもらえるよ。
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キッズラン（1km）、
親子ラン(1km)も同時開催！

周回コースをチームでたすきリレーをしながら、
あらかじめ決められた時間や距離でチームの
走行距離や走破タイムを競います。本大会では、
各チームの5時間のコース周回数を競います。

※指定日までに入金できない場合は、キャンセル扱いとなります。

ランネット RUNNET  
エントリーページ

http://runnet.jp/cgi-bin/?id=198233

定員に達し次第、募集を締め切ります。お早めにどうぞ！

お申し込み期間：2018年8月1日（水）～10月20日（土）
お申し込み（エントリー）サイトのランネット（RUNNET）に
アクセスし、“エントリー”ページからお申し込み後に指定の
方法で参加費をお支払いください。

チームランとは？チームランとは？

参加申し込み方法参加申し込み方法

主催：うなきちカップ実行委員会／我孫子市　  運営：有限会社Purayプライ
主管：我孫子市教育委員会、ブルックス(カスタムプロデュース株式会社)、ＮＰＯ法人我孫子市体育協会　  協力：あびこ農産物直売所あびこん、アビシルベ
大会に関するお問い合わせ：〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 
　　　　　　　　　　　　　TEL：04-7185-1604（月～金／8:30～17:00 ※祝日を除く）

会場：手賀沼親水広場特設コース（水の館周辺）

18

・１人１周以上を走ります。
・走る順番や１人の周回数は、各チームで自由に決められます。
・たすきリレーの回数も自由に決められるので、一度走り終えたランナーでも再度走ることができます。
・たすきの受け渡しは、コース内の決められたゾーンで行います。
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Tel.04-7183-0111（大学代表）

千葉県我孫子市下ヶ戸1133

JR 我孫子駅北口にある人気店浜屋。
魚介が利いた濃厚スープが特徴で、
食べごたえ抜群◎
麺は毎朝お店で仕込んでおり、
その他の具材ももちろん手づくり！
一人でも入り易い、明るい店内も魅力です。
おススメはつけそばと、
濃厚和風中華そば。
魚介の旨味を存分に
お楽しみください！
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所 営
千葉県我孫子市我孫子 4-4-1

我孫子らーめん紀行 第三弾！
浜屋　我孫子店

Tel.04-7182-0407

年中無休 平日11：30～14：30／17：30～22：00
土・日・祝11：30～14：30／17：30～21：00

9：30
　～16：00

1028
日

1118
日

9：30
　～15：00

我孫子市内大学文化祭情報！
川村学園女子大学「鶴雅祭」 中央学院大学「あびこ祭」

「鶴雅祭」で検索！

〇注目イベント&出展
・第 28 回鳥学講座『スズメ研究のススメ』
スズメについて、一般向けの著書もある、
スズメ研究者の三上修さんに紹介していただきます。
日時：11月3日（土・祝）13:30 ～15:00（開場13：00）　
会場：アビスタ（我孫子市生涯学習センター）ホール
定員：当日先着120人（事前の申し込みは要りません）
参加費：無料
講師：三上 修（北海道教育大学函館校 准教授）

・『全日本鳥フォトコンテストin JBF 講演会』
フォトコンテスト審査員による総評とワンナップ撮影術
日時：11月 4日（日）12:15 ～13:15
会場：アビスタホール（作品展示はアビスタミニホール）
定員：当日先着120人（事前の申し込みは要りません）
参加費：無料
講師：叶内 拓哉、戸塚 学、♪鳥くん、中野 泰敬

ジャパンバードフェスティバル
２０１８ ～人と鳥の共存をめざして～

ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival/ 略称：JBF）は、
我孫子市手賀沼周辺にて行われる、日本最大級の鳥をテーマにし
たイベントです。
毎年、子どもからお年寄りまで多くの人が訪れる “鳥好き” にはた
まらないイベントになっています。もちろん、鳥好きでなくても、
来て、見て、鳥が好きになれる、楽しいイベントです。

JBF 実行委員会事務局（我孫子市手賀沼課）Tel.04-7185-1484
開催日当日専用 Tel.080-3499-4154／080-3499-9519
JBF の詳しい内容は公式ホームページをご覧ください。
http://www.birdfesta.net/

・手賀沼親水広場・オオバン広場
双眼鏡や望遠鏡、撮影・録音機材の展示・販売、鳥グッズの販売、
様々な工作体験、手賀沼湖畔・船上バードウォッチングのほか、
全国各地（北は北海道、南は小笠原諸島！）だけでなく、海
外から集まった団体の活動展示など、見どころ満載！
ステージでは様々なアーティストのライブのほか、どなたでも
参加できる『じゃんけん大会』も開催！フードの出店も多数あり！

・鳥の博物館内イベント
～ゲストトーク～『海ゴミ ＧＯ ＭＥ！ ～ゴミが鳥や動物に与える影響、
　　　　　　　　　　　　　減らすために私たちができること～』

ゴー ミー

～鳥の工作～
日時：両日10:00 ～12:00
会場：鳥の博物館 2階
　　　友の会・市民スタッフルーム
申込：参加費無料、先着順、
　　　材料がなくなり次第終了。

～鳥博クイズ～
日時：両日13:30 ～15:30
会場：鳥の博物館展示室
申込：参加費無料、各回当日先着150 名
※全問正解者には記念品をプレゼント！

陸で発生したゴミは水路を通じ最後に海に出て行き
ます。ゴミを減らすために私たちはどうしたらよい
のでしょうか？
日時：11月 4日（日）10:30 ～11:30（開場10：00）
会場：鳥の博物館 2階多目的ホール
定員：当日先着 50人（事前の申し込みは要りません）
参加費：無料
講師：葉山 久世（神奈川野生動物救護連絡会）

第２４回

第３７回 第１０回

柏ふるさと公園（千葉県柏市柏下４）他、我孫子市・柏の手賀沼周辺
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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）年末年始休館（12/29～1/3）
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

鳥の博物館

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

白樺文学館

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）年末年始休館（12/29～1/3）
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

杉村楚人冠記念館

アビプレ67号（2018年10月10日 発行）　　編集・発行／我孫子インフォメーションセンター指定管理者 株式会社エヌケイサービス　　印刷／（有）マエダ印刷4
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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1番10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

アビシルベ月間予定

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
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アビシルベ または abikoinfo 

最新情報はインターネットで！ 
HomePage

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！

10／21（日）
ライブ・オン・アビシルベ

9／25（火）～10／18（木） ※10/6・14を除く
あびこの魅力 満喫写真展

10／22（月）～ 25（木）
第61回市民文化祭書道展PR
10／23（火）～ 11／4（日）
JBF PRイベント「ちょっと先取りJBF」

11／5（月）～ ７（水）
第61回市民文化祭書道展PR
11／8（木）～ 11／15（木）
第72回東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展

10／28（日）
あびこ文豪巡りツアー

10／19（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

ジャパンバードフェスティバル

手賀沼エコマラソン

鳥の博物館
てがたん

白樺文学館
河村蜻山展

旧武者小路実篤邸跡
特別公開

杉村楚人冠記念館
企画展

我孫子市産業まつり 布佐もみじまつり

LIVE !

LIVE !

てがたん1013
土

1020
土

＊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。）

10：00～12：00
「ヒヨドリの渡り」

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

※先着20名ご予約はアビシルベまで！

・ジャパンバードフェスティバル2018
・我孫子市内大学文化祭情報！「あびこ祭」「鶴雅祭」
・第２４回 手賀沼エコマラソン
・２０１８手賀沼チームラン・キッズランうなきちカップ
・第37回 我孫子市産業まつり
・第10回 布佐もみじまつり
・我孫子国際野外美術展
・我孫子らーめん紀行第三弾！「浜屋 我孫子店」
・旧武者小路実篤邸跡特別公開
・我孫子市３館イベント情報

・ジャパンバードフェスティバル2018
・我孫子市内大学文化祭情報！「あびこ祭」「鶴雅祭」
・第２４回 手賀沼エコマラソン
・２０１８手賀沼チームラン・キッズランうなきちカップ
・第37回 我孫子市産業まつり
・第10回 布佐もみじまつり
・我孫子国際野外美術展
・我孫子らーめん紀行第三弾！「浜屋 我孫子店」
・旧武者小路実篤邸跡特別公開
・我孫子市３館イベント情報

所 旧武者小路実篤邸跡（千葉県我孫子市船戸 2丁目21-9）

1110
土

1111
日

※雨天実施
※駐車場なし

新しき村100 年
旧武者小路実篤邸跡特別公開

新しき村100 年を記念し、民間所有地である「旧武者小路実篤邸跡」を
２日間に限り特別公開します。

両日10：00、10：30、11：00、11：30、13：00、13：30、14：00、
14：30、15：00、の 9回（１回 30人ずつ入場。事前申し込み制）

白樺派の文人 “武者小路実篤” は、大正７
（1918）年に「新しき村」の発会式をここで
執り行い、宮崎県日向へ旅立って行きました。
現在、実篤邸跡に残る建物は、大正時代の
建物を模して戦後建てられたものですが、
庭から斜面林の景観と相まって、当時の我
孫子をしのぶことができる数少ない場所と
なっています。
当日は武者小路実篤の業績をしのぶパネルの設置、資料の特別展示、川村学園女子大
学による「白樺派のカレー」の販売、オンラインゲーム「文豪とアルケミスト」のキャ
ラクターパネルの展示（協力：DMM.GAMES）などを行う予定です。皆さまのご予約お
待ちしております。

●参加費：300 円（保険・資料・記念品代含む）
●申　込：我孫子市教育委員会　文化・スポーツ課
　　　   Tel.04-7185-1583（平日9：00 ～17：00 のみ受付）
　　　　10月16日より、電話にて受付。各回 30人、満員になり次第締め切り。

【休館日のお知らせ‥10月 30日（火）31日（水）は展示替えのため休館致します。】

1021
日

白樺の調べ
場所：1階ピアノサロン
定員：先着20名
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏、
学芸員の軽快なトークをお楽しみいただきます。
新シリーズ「『和解』を読む」第 3回です。

14：00～15：00

企画展
「我孫子深草窯築窯80周年記念河村蜻山展」

後期：11月1日（木）～平成31年1月27（日）まで

10月14日（日）～平成31年1月14日（月・祝）

陶芸家河村蜻山が旧柳宗悦邸（三樹荘）に窯を築いて今年で
８０年を迎えます。杉村楚人冠との交流や、第一小学校での
陶芸指導など我孫子に多くの足跡を残した蜻山の魅力に迫る
展覧会です。後期展では、京都・我孫子・鎌倉の各時代を紹
介し、蜻山の多彩な作品を展示します。

赤絵花鳥文香炉（明月窯蔵）我孫子時代
あかえかちょうもんこうろ めいげつよう

明治時代の世界一周旅行
～楚人冠の「世界一周会」

海外へ行くといえば用務や留学に限られた時代に実行された、
世界一周の団体旅行。
しかも、これはジャーナリスト杉村楚人冠が企画し朝日新聞の
事業として実施されたものでした。一体どんな旅行だったのか、
当時の資料から紹介します。

コロッセオ（ローマ）での世界一周会一行

ヒヨドリは一年中身近に見られる鳥ですが、実は渡り
をします。手賀沼を越えて南へ渡っていくヒヨドリを
定点観察してみましょう。

テーマトーク

時間：13：30～14：15
　　　（開場13：15）
会場：２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着50名）
参加費：無料（入館料別途）

山階鳥類研究所の研究員による講演会です。

「フクロウの翼のひみつ～その知られざる苦労～」
講師：山崎剛史さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室）
フクロウ類の多くは夜行性のハンターです。彼らの翼には静かに飛
ぶための特殊構造が進化しています。でもちょっと待ってください。
彼らの翼が本当にそんなにすごいものだとしたら、フクロウ類のほ
かに似た翼を持つ鳥がほとんどいないのはなぜなのでしょうか？ 
静かな翼をめぐる最新研究から、フクロウ類の知られざる苦労が見
えてきました。

企画展

鳥の祭典開催！鳥の祭典開催！


