
白樺文学館

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

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
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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
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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 
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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！

9／6（木）12：00～ 9／13（木）15：00
第41回我孫子市書道連盟展

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

9／3（月）12：00～ 9／10（月）
カヌーにふれてみよう！

9／23（日）
手賀沼でカヌーを楽しもう！

9／16（日）
ライブ・オン・アビシルベ

9／21（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

布佐竹内神社例大祭

あびこん 新米フェア

旧村川別荘　竹灯篭の夕べ

市民のチカラまつりほくほくサンバ

LIVE !

LIVE !

初秋のイベント完全ガイド！

てがたん1013
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。）

9 16
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）

14：00～15：00

10：00～12：00
「ヒヨドリの渡り」

・ほくほくサンバ
・布佐竹内神社例大祭
・旧村川別荘　竹灯篭の夕べ
・あびこ農産物直売所あびこん　新米フェア
・市民のチカラまつり
・我孫子地区市民まつり
・新！我孫子市ふるさと産品紹介
・我孫子らーめん紀行第二弾！「ひら井食堂」
・～もうすぐＪＢＦ～我孫子駅前バードコンサート
・手賀沼ファームでサツマイモ掘り！
・白樺文学館・鳥の博物館イベント情報

・ほくほくサンバ
・布佐竹内神社例大祭
・旧村川別荘　竹灯篭の夕べ
・あびこ農産物直売所あびこん　新米フェア
・市民のチカラまつり
・我孫子地区市民まつり
・新！我孫子市ふるさと産品紹介
・我孫子らーめん紀行第二弾！「ひら井食堂」
・～もうすぐＪＢＦ～我孫子駅前バードコンサート
・手賀沼ファームでサツマイモ掘り！
・白樺文学館・鳥の博物館イベント情報

アビシルベ企画！
我孫子市内厳選バスツアーのご案内入り！
秋の我孫子をバスで巡りませんか？
皆さまのご参加お待ちしております♪

ジャパンバードフェスティバル
２０１８プレイベント

～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

1014
日

ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局（手賀沼課内）Tel.04-7185-1484
我孫子インフォメーションセンターアビシルベ前（千葉県我孫子市本町 2-1-10）

10：00 ～ 16：00

問
所

※ステージイベントは雨天決行（アビシルベ内にて）、外部テントは雨天中止
１１月３日（土）、４日（日）に開催されるジャパンバードフェスティバル（JBF）
2018 に先駆けてプレイベントを開催します。
我孫子鳥の大使♪鳥くんがコーディネートする、歌（ROCK・POP）やダンスなど様々
なパフォーマンスがとび出すコンサート♪ 各アーティストのグッズや我孫子市ふるさと
産品（フード）の販売もあり！
人気沸騰中のアイドルグループ “手賀沼サンセット”にはステージ出演はもちろん、フー
ド販売ボランティアもしていただく予定です。入場無料ですので、ＪＢＦステージをひ
と足先にお楽しみください！

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２回です。

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２回です。

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

ヒヨドリは1年中身近にみられる鳥
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
ドリを定点観測してみましょう。

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です。毎月第二土曜日に開催しています。

手賀沼ファームで
サツマイモ掘り！
開園時間　9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1株 200 円（税込）
　　　里芋 1株 200 円（税込）
　　　落花生1株 300 円（税込）

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

問
所

※軍手・タオル・収穫用レジ袋などをご持参下さい。
　汚れても良い服装をおススメします。

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の収穫体験もできます。

（※受付9/10（月）18：00まで）
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我孫子市役所

●は本紙に情報掲載のある場所です

「水の館」「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。
◉平日は天王台駅北口から「水の館」行きアイバスが運行。
◉土・日・祝は我孫子駅南口と天王台駅南口を結ぶ阪東バスが運行、「鳥の博物館前」下車 。
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湖北地区公民館

北柏ふるさと公園 アビスタ
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サンバパレード 14：00 ～　団地中央～保健センター
15：30 ～　湖北駅南口周辺

9 23
日

10 5
金

10 6
土

10 6
土

9 22
土

9 23
日

9 29
土

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

9：30 ～ 17：00

ほくほくサンバ
※イベント…小雨決行
サンバパレード…雨天中止

毎年恒例！ サンバのリズムで湖北が熱気に包まれる！

多くのダンサーの熱狂的な踊りと、地響きがするほど圧倒的な音量のバテリア

（打楽器）の演奏を体感してください。

サンバパレード以外にもフリーマーケット、子ども広場（射的、ヨーヨー釣り等）

の出店や、和太鼓龍翔、ロックソーランアスカ組、湖北台東小学校吹奏楽、

Ｙ.Ｏダンススタジオ、我孫子高校軽音楽部、手賀沼サンセットのステージ等

内容盛りだくさん！　秋の一日をおおいに楽しみましょう！

9 17
月

当番町上町祭礼本部 Tel.04-7189-0803

問
所

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

問
所

あびこ市民活動ステーション Tel.04-7165-4370

けやきプラザ（2階、7階、8 階、9 階、10 階、11階）、
けやきプラザ前広場、アビシルベ（千葉県我孫子市本町 3-1-2）

問

所

我孫子地区市民まつり実行委員会（商工会内）Tel.04-7182-3131

けやきプラザ前広場（JR 我孫子駅南口徒歩1分）他
問
所

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

問
所

祭礼案内所：JR 成田線布佐駅前（旧石井ストアー）

布佐竹内神社例大祭9 16
日

9 15
土

ホームページ：https://fusa-sairei.wixsite.com/takeuchisairei

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。

今年も我孫子産の美味しい新米が出来ました！
みんなにいっぱい食べて欲しい！ ということで、
フェアを開催します。当日は お米全品1割引き！

「0歳から 100 歳まで‥‥我孫子が大きな家族になる」
我孫子の市民活動団体が力を合わせ、行政・学校・企業・商店と連携し
ながら実施するまちづくり交流イベントです。小さなお子さまからシニ
アまで、多世代が楽しみながら参加でき、ためになる知識もいっぱい！

けやきプラザ前広場を会場に毎年恒例のビンゴケームや、
市内小中学校の合唱や吹奏楽などイベント盛りだくさん！
もちろんグルメも楽しめますよ！
皆さまのご来場お待ちしております！

我孫子で創業 54 年の昔懐かしい中華食堂。
昭和レトロな店内で定番中華メニューを頂くことができます。
素朴な醤油味のらーめんは豚と鳥、野菜からとった出汁が利いています。
チャーシューメンだけでなく、焼飯も◎！
思わずホッとしてしまう、暖かい雰囲気をお楽しみください！

休 問
所
営
千葉県我孫子市寿2-10-13

我孫子らーめん紀行 第二弾！
ひら井食堂

Tel.04-7182-3433日曜昼頃～19 時頃（日により、まちまち）

10：00～14：00

10：00～18：00

17：00
　～19：00

新米フェア
※雨天実行 /荒天中止

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 12 回
目となり、秋の風物詩です。
5日（金）には、SPレコード鑑賞会、
6日（土）には、コカリナの演奏を行います。合わせて、我孫子の古い写
真を集めたスライドショーを上映する予定です。
両日ともに、音楽を聴きながらひと時のノスタルジーをお楽しみいただ
けます。また、今年も PHOTO スポットを数カ所設けています！ 旧村川別
荘での思い出写真を撮ってくださいね。

旧村川別荘
竹灯篭の夕べ さらに「アイディアで勝負！ おにぎりコンテスト」や

「福引きでお米をゲットしよう！ 買い物1,000 円で1回抽選」
など催しもりだくさんです。皆様のご来店をお待ちしています。

市民のチカラまつり2018
10:00 ～ 15:30（9/22‥2 階は 11:00 から）

我孫子地区市民まつり
※荒天中止

出店・イベント一覧
・家族で落語体験（ふるさと大使　山遊亭金太郎）
・おもしろ実験（筑波大学　小林正美）
・親子でハッピーコンサート（ミネハハ）
・ウクライナの楽器と歌（カテリーナ）
・自作蓄音機の音を聞いてみよう
・子ども座談会（作家　橋立悦子）
・子ども食堂の紹介
・講演会（嘉納治五郎をもっと知ろう、『世界がもし 100 人の村だったら』から平和を考える、

介護準備、ICT を活用した認知症予防、三種の健康法体験など）
・福祉団体や地元商店による販売
・ステージ

出店・イベント一覧
・家族で落語体験（ふるさと大使　山遊亭金太郎）
・おもしろ実験（筑波大学　小林正美）
・親子でハッピーコンサート（ミネハハ）
・ウクライナの楽器と歌（カテリーナ）
・自作蓄音機の音を聞いてみよう
・子ども座談会（作家　橋立悦子）
・子ども食堂の紹介
・講演会（嘉納治五郎をもっと知ろう、『世界がもし 100 人の村だったら』から平和を考える、

介護準備、ICT を活用した認知症予防、三種の健康法体験など）
・福祉団体や地元商店による販売
・ステージ

新！我孫子市ふるさと産品紹介
我孫子市ふるさと産品に新しい仲間が加わりました！

（株）みやま食品工業

「金太郎のショウガねぇ～」

一瓶（200ｇ）750 円（税込）
昨年 9/27 に我孫子市ふるさと大使に任命された「山遊亭金太郎」さん
にちなんだ一品です。醤油で煮込まれたショウガが豊かに香りま
す。ごはんはもちろん、お酒のお供にもぴったり！
この機会にぜひお試しください！
金太郎のショウガねぇ～はアビシルベでも販売中です。 ※営業時間、定休日　どちらも変更になる場合があります。事前にご確認いただくと確実です。

焼飯（並）650 円（税込）チャーシューメン（並）750 円（税込）

ひら井食堂

【スケジュール】
15日（土） 10：30 ～ 御神輿渡御式典 竹内神社
16日（日） 19：30 ～ 五町山車の競演 上町御仮屋前

19：30 頃～ 女神輿御渡 上町御仮屋前
17日（月） 11：00 ～ 御神輿渡御式典　上町御仮屋前

19：30 ～ 五町山車の競演 ナリタヤ食彩館駐車場

問
所
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MAPMAP
利根川ゆうゆう公園市民体育館

湖北地区公民館

北柏ふるさと公園 アビスタ

手賀沼ファーム

2 3
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サンバパレード 14：00 ～　団地中央～保健センター
15：30 ～　湖北駅南口周辺

9 23
日

10 5
金

10 6
土

10 6
土

9 22
土

9 23
日

9 29
土

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

9：30 ～ 17：00

ほくほくサンバ
※イベント…小雨決行
サンバパレード…雨天中止

毎年恒例！ サンバのリズムで湖北が熱気に包まれる！

多くのダンサーの熱狂的な踊りと、地響きがするほど圧倒的な音量のバテリア

（打楽器）の演奏を体感してください。

サンバパレード以外にもフリーマーケット、子ども広場（射的、ヨーヨー釣り等）

の出店や、和太鼓龍翔、ロックソーランアスカ組、湖北台東小学校吹奏楽、

Ｙ.Ｏダンススタジオ、我孫子高校軽音楽部、手賀沼サンセットのステージ等

内容盛りだくさん！　秋の一日をおおいに楽しみましょう！

9 17
月

当番町上町祭礼本部 Tel.04-7189-0803

問
所

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

問
所

あびこ市民活動ステーション Tel.04-7165-4370

けやきプラザ（2階、7階、8 階、9 階、10 階、11階）、
けやきプラザ前広場、アビシルベ（千葉県我孫子市本町 3-1-2）

問

所

我孫子地区市民まつり実行委員会（商工会内）Tel.04-7182-3131

けやきプラザ前広場（JR 我孫子駅南口徒歩1分）他
問
所

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

問
所

祭礼案内所：JR 成田線布佐駅前（旧石井ストアー）

布佐竹内神社例大祭9 16
日

9 15
土

ホームページ：https://fusa-sairei.wixsite.com/takeuchisairei

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。

今年も我孫子産の美味しい新米が出来ました！
みんなにいっぱい食べて欲しい！ ということで、
フェアを開催します。当日は お米全品1割引き！

「0歳から 100 歳まで‥‥我孫子が大きな家族になる」
我孫子の市民活動団体が力を合わせ、行政・学校・企業・商店と連携し
ながら実施するまちづくり交流イベントです。小さなお子さまからシニ
アまで、多世代が楽しみながら参加でき、ためになる知識もいっぱい！

けやきプラザ前広場を会場に毎年恒例のビンゴケームや、
市内小中学校の合唱や吹奏楽などイベント盛りだくさん！
もちろんグルメも楽しめますよ！
皆さまのご来場お待ちしております！

我孫子で創業 54 年の昔懐かしい中華食堂。
昭和レトロな店内で定番中華メニューを頂くことができます。
素朴な醤油味のらーめんは豚と鳥、野菜からとった出汁が利いています。
チャーシューメンだけでなく、焼飯も◎！
思わずホッとしてしまう、暖かい雰囲気をお楽しみください！

休 問
所
営
千葉県我孫子市寿2-10-13

我孫子らーめん紀行 第二弾！
ひら井食堂

Tel.04-7182-3433日曜昼頃～19 時頃（日により、まちまち）

10：00～14：00

10：00～18：00

17：00
　～19：00

新米フェア
※雨天実行 /荒天中止

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 12 回
目となり、秋の風物詩です。
5日（金）には、SPレコード鑑賞会、
6日（土）には、コカリナの演奏を行います。合わせて、我孫子の古い写
真を集めたスライドショーを上映する予定です。
両日ともに、音楽を聴きながらひと時のノスタルジーをお楽しみいただ
けます。また、今年も PHOTO スポットを数カ所設けています！ 旧村川別
荘での思い出写真を撮ってくださいね。

旧村川別荘
竹灯篭の夕べ さらに「アイディアで勝負！ おにぎりコンテスト」や

「福引きでお米をゲットしよう！ 買い物1,000 円で1回抽選」
など催しもりだくさんです。皆様のご来店をお待ちしています。

市民のチカラまつり2018
10:00 ～ 15:30（9/22‥2 階は 11:00 から）

我孫子地区市民まつり
※荒天中止

出店・イベント一覧
・家族で落語体験（ふるさと大使　山遊亭金太郎）
・おもしろ実験（筑波大学　小林正美）
・親子でハッピーコンサート（ミネハハ）
・ウクライナの楽器と歌（カテリーナ）
・自作蓄音機の音を聞いてみよう
・子ども座談会（作家　橋立悦子）
・子ども食堂の紹介
・講演会（嘉納治五郎をもっと知ろう、『世界がもし 100 人の村だったら』から平和を考える、

介護準備、ICT を活用した認知症予防、三種の健康法体験など）
・福祉団体や地元商店による販売
・ステージ

出店・イベント一覧
・家族で落語体験（ふるさと大使　山遊亭金太郎）
・おもしろ実験（筑波大学　小林正美）
・親子でハッピーコンサート（ミネハハ）
・ウクライナの楽器と歌（カテリーナ）
・自作蓄音機の音を聞いてみよう
・子ども座談会（作家　橋立悦子）
・子ども食堂の紹介
・講演会（嘉納治五郎をもっと知ろう、『世界がもし 100 人の村だったら』から平和を考える、

介護準備、ICT を活用した認知症予防、三種の健康法体験など）
・福祉団体や地元商店による販売
・ステージ

新！我孫子市ふるさと産品紹介
我孫子市ふるさと産品に新しい仲間が加わりました！

（株）みやま食品工業

「金太郎のショウガねぇ～」

一瓶（200ｇ）750 円（税込）
昨年 9/27 に我孫子市ふるさと大使に任命された「山遊亭金太郎」さん
にちなんだ一品です。醤油で煮込まれたショウガが豊かに香りま
す。ごはんはもちろん、お酒のお供にもぴったり！
この機会にぜひお試しください！
金太郎のショウガねぇ～はアビシルベでも販売中です。 ※営業時間、定休日　どちらも変更になる場合があります。事前にご確認いただくと確実です。

焼飯（並）650 円（税込）チャーシューメン（並）750 円（税込）

ひら井食堂

【スケジュール】
15日（土） 10：30 ～ 御神輿渡御式典 竹内神社
16日（日） 19：30 ～ 五町山車の競演 上町御仮屋前

19：30 頃～ 女神輿御渡 上町御仮屋前
17日（月） 11：00 ～ 御神輿渡御式典　上町御仮屋前

19：30 ～ 五町山車の競演 ナリタヤ食彩館駐車場

問
所



白樺文学館

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

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

アビプレ66号（2018年9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

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！

9／6（木）12：00～ 9／13（木）15：00
第41回我孫子市書道連盟展

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

9／3（月）12：00～ 9／10（月）
カヌーにふれてみよう！

9／23（日）
手賀沼でカヌーを楽しもう！

9／16（日）
ライブ・オン・アビシルベ

9／21（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

布佐竹内神社例大祭

あびこん 新米フェア

旧村川別荘　竹灯篭の夕べ

市民のチカラまつりほくほくサンバ

LIVE !

LIVE !

初秋のイベント完全ガイド！

てがたん1013
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。）

9 16
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）

14：00～15：00

10：00～12：00
「ヒヨドリの渡り」

・ほくほくサンバ
・布佐竹内神社例大祭
・旧村川別荘　竹灯篭の夕べ
・あびこ農産物直売所あびこん　新米フェア
・市民のチカラまつり
・我孫子地区市民まつり
・新！我孫子市ふるさと産品紹介
・我孫子らーめん紀行第二弾！「ひら井食堂」
・～もうすぐＪＢＦ～我孫子駅前バードコンサート
・手賀沼ファームでサツマイモ掘り！
・白樺文学館・鳥の博物館イベント情報

・ほくほくサンバ
・布佐竹内神社例大祭
・旧村川別荘　竹灯篭の夕べ
・あびこ農産物直売所あびこん　新米フェア
・市民のチカラまつり
・我孫子地区市民まつり
・新！我孫子市ふるさと産品紹介
・我孫子らーめん紀行第二弾！「ひら井食堂」
・～もうすぐＪＢＦ～我孫子駅前バードコンサート
・手賀沼ファームでサツマイモ掘り！
・白樺文学館・鳥の博物館イベント情報

アビシルベ企画！
我孫子市内厳選バスツアーのご案内入り！
秋の我孫子をバスで巡りませんか？
皆さまのご参加お待ちしております♪

ジャパンバードフェスティバル
２０１８プレイベント

～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

1014
日

ジャパンバードフェスティバル実行委員会事務局（手賀沼課内）Tel.04-7185-1484
我孫子インフォメーションセンターアビシルベ前（千葉県我孫子市本町 2-1-10）

10：00 ～ 16：00

問
所

※ステージイベントは雨天決行（アビシルベ内にて）、外部テントは雨天中止
１１月３日（土）、４日（日）に開催されるジャパンバードフェスティバル（JBF）
2018 に先駆けてプレイベントを開催します。
我孫子鳥の大使♪鳥くんがコーディネートする、歌（ROCK・POP）やダンスなど様々
なパフォーマンスがとび出すコンサート♪ 各アーティストのグッズや我孫子市ふるさと
産品（フード）の販売もあり！
人気沸騰中のアイドルグループ “手賀沼サンセット”にはステージ出演はもちろん、フー
ド販売ボランティアもしていただく予定です。入場無料ですので、ＪＢＦステージをひ
と足先にお楽しみください！

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２回です。

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２回です。

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

ヒヨドリは1年中身近にみられる鳥
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
ドリを定点観測してみましょう。

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です。毎月第二土曜日に開催しています。

手賀沼ファームで
サツマイモ掘り！
開園時間　9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1株 200 円（税込）
　　　里芋 1株 200 円（税込）
　　　落花生1株 300 円（税込）

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

問
所

※軍手・タオル・収穫用レジ袋などをご持参下さい。
　汚れても良い服装をおススメします。

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の収穫体験もできます。

（※受付9/10（月）18：00まで）


