
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

杉村楚人冠記念館

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 9:30 ～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
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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
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・夏のおしゃれジェルネイル！「Tilla- ティーラ -」
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・柴青睦～第17回天王台ふれあい夏祭り
・第16回天王台地区市民まつり＆盆踊り
・ママへのごほうびフェスタ2018
・我孫子らーめん紀行第一弾！「北海道らーめん ひむろ我孫子店」
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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！

8／18（土）12：00～ 8／24（金）12：00
第11回 新 あびこカッパまつりPR展示

9／3（月）12：00～ 9／10（月）
カヌーにふれてみよう！

8／19（日）
ライブ・オン・アビシルベ

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

8／5（日）12：00～ 8／11（土）17：00
我孫子の谷津の蝶と昆虫展

8／17（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

あびこカッパまつり 天王台地区市民まつり 天王台ふれあい夏祭り

手賀沼トライアスロン大会 ひまわりイベント ママへのごほうびフェスタ

Tilla- ティーラ -Tilla- ティーラ -

LIVE !

LIVE !

我孫子でENJOY!平成最後の夏！

てがたん

企画展

テーマトーク

9 8
土

818
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。）

8 26
日

9 8
土

白樺の調べ 場所：白樺文学館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」スタートです。

14：00～15：00 14：00～(30 分前開場）

ギャラリートーク
「稲村雑談
- 蜻山と我孫子、三樹荘に集う人々-」
日程：  8 /12（日）・19（日）・25（土）
　　　 9 /  8（土）・15（土）・30（日）
　　　10/13（土）・17（水）

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。

「白い羽色異常はどういう仕組みで起きる？」

時間：10：00～12：00（雨天中止）　集合場所：鳥の博物館玄関
参加費：高校生以上100円（保険料として）　申込：不要

地面の上の落し物をヒントに、生き物の暮らしについて
考えます。地面の生き物たちをじっくり観察します。

「地面の上の落し物」

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

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）

講師：浅井芝樹さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

本来の羽色とは違う白い羽色異常の鳥が見られ
ることがあります。アルビノと呼んでいる例もあ
りますが、野外でアルビノが見つかることはほぼ
ありません。
ではなぜ白いのでしょうか？ 白くなるメカニズム
はいくつかありますが、よく観察するとどのよう
な異常なのか、わかるかもしれません。

鳥の科学作品展 開催中！
夏休み期間中は自由研究のヒントになるように、昨年度の小中学生の鳥をテーマにし
た研究作品を１階エントランスホールに展示しています。みんなはどんな研究をして
いるのかな？ ぜひ見てみてくださいね！

時間：13：30から約１時間　定員：30人　申込：先着順（13：25開場）
対象：小学生以上（小学生未満は保護者と一緒で参加できます）

夏休みは鳥の博物館にあそびにいこう！
自由研究のヒントになるようなイベントがもりだくさん！鳥の博物館の夏休みイベント

時間：14：00～15：00
定員：なし（申込み不要
 ・ただし入館料がかかります）

杉村楚人冠記念館講演会
「楚人冠の遺産と新聞の現在」

場所：生涯学習センターアビスタ　ホール
講師：臼井敏男さん（元朝日新聞論説委員）
参加費：無料
定員：100名（予約不要・先着順）

講演会参加者を対象に、学芸員が企画展の解説をします。講演会と合わせて内容をより深
く理解できます。講演会受付で参加申し込み（先着順・定員20名）、要入館料（一般300円）

志賀直哉「稲村雑談」にあやかり、
同名の学芸員が展示を解説します。
笑いあり涙ありの感動の1時間をお届けします。

開催中～11/25（日）まで

第８１回企画展
「我孫子の都市鳥

～都市の発展と鳥たちの移り変わり～」

第８１回企画展
「我孫子の都市鳥

～都市の発展と鳥たちの移り変わり～」

杉村楚人冠が新聞の歴史に遺
したものは何か？ そしてそれ
は現在の新聞とどうつな
がっているのか？ 新聞紙の
実務をよく知る元朝日新
聞論説委員の臼井敏男
さんを講師に招いて、
お話しいただきます。

連動企画　杉村楚人冠記念館企画展
「今に生きる楚人冠の新聞改革ガイドツアー」
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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 。

MAPMAP
利根川ゆうゆう公園市民体育館

湖北地区公民館

根戸新田
北柏ふるさと公園

天王台ふれあい
夏祭り会場

天王台地区
市民まつり会場
天王台地区
市民まつり会場

手賀沼自然
ふれあい緑道

箕輪新田
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 10：00～15：30 オープニングは 9：40～

8 25
土

 11：30～20：30
荒天翌日順延

新 あびこカッパまつり

JR 我孫子駅南口前通り、けやきプラザ前広場
あびこカッパまつり実行委員会事務局 Tel.070-3891-8840

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

おまつり
スタンプラリー
対象

第11回

※当日、会場周辺に下記交通規制がかかります。予めご了承ください。
　【我孫子駅南口前通り】12：00 ～21：30
　【我孫子駅南口ロータリー】16：00 ～21：30

第11回目を迎えるあびこカッパまつり、

今年は“ 新 ”となって新たなステージへ！？

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。カッパ大行進やアビシルベ認定アイド

ル「手賀沼サンセット」によるステージなど、イベント盛りだくさん！

仮装コンテストや特大カッパ灯篭も見逃せません！ ご家族皆さまで遊び

に来てくださいね！

※あびこ農産物直売所あびこん跡地に臨時駐車場（砂利駐車場）あり

ひまわりイベントひまわりイベント

※入場無料（ペットを連れての来場はご遠慮ください）

8月18日（土）・19日（日）
8月25日（土）・26日（日）

※雨天中止

所

営

休

問

問

根戸新田（手賀沼ふれあいライン沿い、我孫子駅南口下車徒歩25分）

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

所

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

所

問 休 問
所
営

アビイクオーレ（イトーヨーカドー我孫子南口店）JR我孫子駅南口徒歩1分
子育て支援センターTel.04-7185-1915（10：00 ～17：00、土日休み）

所

問
天王台西公園（JR 天王台駅南口から徒歩2分）
天王台地区市民まつり実行委員会Tel.04-7182-0954（イトウさん）

所

問
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
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）
Email：tega_tora_0827@yahoo.co.jp

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！
皆様のお越しをお待ちしております♪

第13回 手賀沼トライアスロン大会手賀沼トライアスロン大会

手賀沼トライアスロンではスイム1.5km・バイク40km・ラン10km　三種
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。
※環境・天候によりスイム中止、デュアスロンへの変更・距離の変更もあります。

札幌味噌らーめん780 円（税込）

柴青睦
～第17回 天王台ふれあい夏祭り
柴青睦
～第17回 天王台ふれあい夏祭り

しせいむつみ

天王台北口商店会と地元 5自治会がタッグを組んだ夏まつりです。
約80ｍの長さの巨大な流しそうめんなど、日中からイベントいっぱいで
大盛り上がり！ また、夜間は延長350ｍの会場を一直線に並んだ LED バ
ルーン照明が美しく照らします。どうぞご家族連れでお越しください。

子育てを頑張っているママと家族みんなで楽しめる活動が盛りだくさん！
今年は「enjoy パパ応援プロジェクト」ともコラボします。パパとお子さ
んで過ごしている時間はママへのごほうび！ 父子の姿を見て過ごすのも、
ママだけの時間を過ごすのもあなた次第！ ぜひ笑顔いっぱいの一日を過
ごしましょう。
オープニングは 9時 40 分！ すくすくパパ合唱団の歌声が響きます！！
各イベント等、詳細は我孫子市のホームページ「ママへのごほうびフェス
タ」の項目をご覧ください。

第16回
天王台地区市民まつり＆盆踊り
第16回
天王台地区市民まつり＆盆踊り

子どもからお年寄りまで安心して楽しめるおまつりです。
緑豊かな公園で、ショッピングや子供に人気のゲームコーナーや美味し
いグルメなどが一日楽しめます！ 第二部の「盆踊り大会」も大いに楽し
んでね！ 天王台のキャラクター「天ちゃん」も皆さんをお待ちしています！

ママへのごほうびフェスタ2018ママへのごほうびフェスタ2018
あびこで子育て

千葉県我孫子市本町 2-2-19 市川ビル1F（JR 我孫子駅南口徒歩約 2分）

我孫子らーめん紀行 第一弾！
北海道らーめん ひむろ我孫子店

コクと旨味が凝縮されたスープは、
豚骨（背ガラ、げんこつ）をベー
スに鶏ガラ、香味野菜をブレンド。
味噌（札幌）、醤油（旭川）、塩（函
館）など、味付けも豊富！ どれも
熱々の中華鍋仕込み！ こだわりの
縮れ麺は北海道から空輸していま
す。自家製のチャーシューとメン
マ、ゆで卵も大人気です。我孫子
店独自の限定メニューもあるので
ぜひ食べてみてくださいね！

Tel.04-7108-0444なし11：00 ～24：00

我孫子市内の美味いらーめんを
紹介する…我孫子らーめん紀行！

記念すべき第一弾！
̶北海道らーめん ひむろ我孫子店̶

ピリ辛ごまダレ冷やしつけ麺 880 円（税込）

北海道らーめん
ひむろ我孫子店
NAIL SALON Tilla

NAIL SALON Tilla - ティーラ -

夏のおしゃれジェルネイル！
袖の短い服を着る機会の多い夏こそ、
指先を華やかに彩るジェルネイルでおしゃれを楽しみませんか？

JR 我孫子駅南口から徒歩約 2分にある、NAIL SALON Tilla（ティーラ）。
ゆったりとした南国風の店内でくつろいで施術を受けることができます。
おススメは定額ネイル、税込 5,800 円～！ 毎月変わる10 種類以上のデ
ザインから選べて、とってもお得です。元のデザインから色を変更する
こともできます。
また、当日に 4 週間以内の予約をすると次回のオフ代 0 円！ さらに、
初回限定価格の定額ネイルもあり！ これからネイルを始めてみたい方
や、お店を変えてみたい方にもお勧めです♪
爪の悩み等もスタッフの方が丁寧に説明してくれるので安心です。この
夏はNAIL SALON Tilla（ティーラ）でジェルネイルをお試しあれ！

定額ネイル税込 5,800 円～

千葉県我孫子市本町 2-7-7-101

9：00 ～ 17：00（最終受付時間）

日曜日

Tel.04-7184-7680

インスタグラム：nailsalontilla

※雨天順延  予備日 8/26（日）

所
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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
山階鳥類研究所

湖北台
中央公園

五本松公園 布佐市民の森 宮の森公園

竹内神社

川村学園女子大学

中央学院大学

手賀沼親水広場
水の館〈あびこん /プラネタリウム〉手賀大橋

けやきプラザ アビイクオーレ

手賀沼公園
白
樺
文
学
館

杉
村
楚
人
冠

記
念
館

手賀沼遊歩道

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 。

MAPMAP
利根川ゆうゆう公園市民体育館

湖北地区公民館

根戸新田
北柏ふるさと公園

天王台ふれあい
夏祭り会場

天王台地区
市民まつり会場
天王台地区
市民まつり会場

手賀沼自然
ふれあい緑道

箕輪新田

2 3
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スタート

8 18
土

 13：00～20：30

9 1
土

 10：00～15：30 オープニングは 9：40～

8 25
土

 11：30～20：30
荒天翌日順延

新 あびこカッパまつり

JR 我孫子駅南口前通り、けやきプラザ前広場
あびこカッパまつり実行委員会事務局 Tel.070-3891-8840

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

おまつり
スタンプラリー
対象

第11回

※当日、会場周辺に下記交通規制がかかります。予めご了承ください。
　【我孫子駅南口前通り】12：00 ～21：30
　【我孫子駅南口ロータリー】16：00 ～21：30

第11回目を迎えるあびこカッパまつり、

今年は“ 新 ”となって新たなステージへ！？

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。カッパ大行進やアビシルベ認定アイド

ル「手賀沼サンセット」によるステージなど、イベント盛りだくさん！

仮装コンテストや特大カッパ灯篭も見逃せません！ ご家族皆さまで遊び

に来てくださいね！

※あびこ農産物直売所あびこん跡地に臨時駐車場（砂利駐車場）あり

ひまわりイベントひまわりイベント

※入場無料（ペットを連れての来場はご遠慮ください）

8月18日（土）・19日（日）
8月25日（土）・26日（日）

※雨天中止

所

営

休

問

問

根戸新田（手賀沼ふれあいライン沿い、我孫子駅南口下車徒歩25分）

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

所

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

所

問 休 問
所
営

アビイクオーレ（イトーヨーカドー我孫子南口店）JR我孫子駅南口徒歩1分
子育て支援センターTel.04-7185-1915（10：00 ～17：00、土日休み）

所

問
天王台西公園（JR 天王台駅南口から徒歩2分）
天王台地区市民まつり実行委員会Tel.04-7182-0954（イトウさん）

所

問
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
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）
Email：tega_tora_0827@yahoo.co.jp

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！
皆様のお越しをお待ちしております♪

第13回 手賀沼トライアスロン大会手賀沼トライアスロン大会

手賀沼トライアスロンではスイム1.5km・バイク40km・ラン10km　三種
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。
※環境・天候によりスイム中止、デュアスロンへの変更・距離の変更もあります。

札幌味噌らーめん780 円（税込）

柴青睦
～第17回 天王台ふれあい夏祭り
柴青睦
～第17回 天王台ふれあい夏祭り

しせいむつみ

天王台北口商店会と地元 5自治会がタッグを組んだ夏まつりです。
約80ｍの長さの巨大な流しそうめんなど、日中からイベントいっぱいで
大盛り上がり！ また、夜間は延長350ｍの会場を一直線に並んだ LED バ
ルーン照明が美しく照らします。どうぞご家族連れでお越しください。

子育てを頑張っているママと家族みんなで楽しめる活動が盛りだくさん！
今年は「enjoy パパ応援プロジェクト」ともコラボします。パパとお子さ
んで過ごしている時間はママへのごほうび！ 父子の姿を見て過ごすのも、
ママだけの時間を過ごすのもあなた次第！ ぜひ笑顔いっぱいの一日を過
ごしましょう。
オープニングは 9時 40 分！ すくすくパパ合唱団の歌声が響きます！！
各イベント等、詳細は我孫子市のホームページ「ママへのごほうびフェス
タ」の項目をご覧ください。

第16回
天王台地区市民まつり＆盆踊り
第16回
天王台地区市民まつり＆盆踊り

子どもからお年寄りまで安心して楽しめるおまつりです。
緑豊かな公園で、ショッピングや子供に人気のゲームコーナーや美味し
いグルメなどが一日楽しめます！ 第二部の「盆踊り大会」も大いに楽し
んでね！ 天王台のキャラクター「天ちゃん」も皆さんをお待ちしています！

ママへのごほうびフェスタ2018ママへのごほうびフェスタ2018
あびこで子育て

千葉県我孫子市本町 2-2-19 市川ビル1F（JR 我孫子駅南口徒歩約 2分）

我孫子らーめん紀行 第一弾！
北海道らーめん ひむろ我孫子店

コクと旨味が凝縮されたスープは、
豚骨（背ガラ、げんこつ）をベー
スに鶏ガラ、香味野菜をブレンド。
味噌（札幌）、醤油（旭川）、塩（函
館）など、味付けも豊富！ どれも
熱々の中華鍋仕込み！ こだわりの
縮れ麺は北海道から空輸していま
す。自家製のチャーシューとメン
マ、ゆで卵も大人気です。我孫子
店独自の限定メニューもあるので
ぜひ食べてみてくださいね！

Tel.04-7108-0444なし11：00 ～24：00

我孫子市内の美味いらーめんを
紹介する…我孫子らーめん紀行！

記念すべき第一弾！
̶北海道らーめん ひむろ我孫子店̶

ピリ辛ごまダレ冷やしつけ麺 880 円（税込）

北海道らーめん
ひむろ我孫子店
NAIL SALON Tilla

NAIL SALON Tilla - ティーラ -

夏のおしゃれジェルネイル！
袖の短い服を着る機会の多い夏こそ、
指先を華やかに彩るジェルネイルでおしゃれを楽しみませんか？

JR 我孫子駅南口から徒歩約 2分にある、NAIL SALON Tilla（ティーラ）。
ゆったりとした南国風の店内でくつろいで施術を受けることができます。
おススメは定額ネイル、税込 5,800 円～！ 毎月変わる10 種類以上のデ
ザインから選べて、とってもお得です。元のデザインから色を変更する
こともできます。
また、当日に 4 週間以内の予約をすると次回のオフ代 0 円！ さらに、
初回限定価格の定額ネイルもあり！ これからネイルを始めてみたい方
や、お店を変えてみたい方にもお勧めです♪
爪の悩み等もスタッフの方が丁寧に説明してくれるので安心です。この
夏はNAIL SALON Tilla（ティーラ）でジェルネイルをお試しあれ！

定額ネイル税込 5,800 円～

千葉県我孫子市本町 2-7-7-101

9：00 ～ 17：00（最終受付時間）

日曜日

Tel.04-7184-7680

インスタグラム：nailsalontilla

※雨天順延  予備日 8/26（日）

所



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

杉村楚人冠記念館

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 9:30 ～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

アビプレ65号（2018年8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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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）

＝

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）

＝

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

・夏のおしゃれジェルネイル！「Tilla- ティーラ -」
・第11回あびこカッパまつり
・ひまわりイベント
・第13回手賀沼トライアスロン大会
・柴青睦～第17回天王台ふれあい夏祭り
・第16回天王台地区市民まつり＆盆踊り
・ママへのごほうびフェスタ2018
・我孫子らーめん紀行第一弾！「北海道らーめん ひむろ我孫子店」
・我孫子市3館イベント情報

・夏のおしゃれジェルネイル！「Tilla- ティーラ -」
・第11回あびこカッパまつり
・ひまわりイベント
・第13回手賀沼トライアスロン大会
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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！

8／18（土）12：00～ 8／24（金）12：00
第11回 新 あびこカッパまつりPR展示

9／3（月）12：00～ 9／10（月）
カヌーにふれてみよう！

8／19（日）
ライブ・オン・アビシルベ

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

8／5（日）12：00～ 8／11（土）17：00
我孫子の谷津の蝶と昆虫展

8／17（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

あびこカッパまつり 天王台地区市民まつり 天王台ふれあい夏祭り

手賀沼トライアスロン大会 ひまわりイベント ママへのごほうびフェスタ

Tilla- ティーラ -Tilla- ティーラ -

LIVE !

LIVE !

我孫子でENJOY!平成最後の夏！

てがたん

企画展

テーマトーク

9 8
土

818
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。）

8 26
日

9 8
土

白樺の調べ 場所：白樺文学館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」スタートです。

14：00～15：00 14：00～(30 分前開場）

ギャラリートーク
「稲村雑談
- 蜻山と我孫子、三樹荘に集う人々-」
日程：  8 /12（日）・19（日）・25（土）
　　　 9 /  8（土）・15（土）・30（日）
　　　10/13（土）・17（水）

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。

「白い羽色異常はどういう仕組みで起きる？」

時間：10：00～12：00（雨天中止）　集合場所：鳥の博物館玄関
参加費：高校生以上100円（保険料として）　申込：不要

地面の上の落し物をヒントに、生き物の暮らしについて
考えます。地面の生き物たちをじっくり観察します。

「地面の上の落し物」

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

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）

講師：浅井芝樹さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

本来の羽色とは違う白い羽色異常の鳥が見られ
ることがあります。アルビノと呼んでいる例もあ
りますが、野外でアルビノが見つかることはほぼ
ありません。
ではなぜ白いのでしょうか？ 白くなるメカニズム
はいくつかありますが、よく観察するとどのよう
な異常なのか、わかるかもしれません。

鳥の科学作品展 開催中！
夏休み期間中は自由研究のヒントになるように、昨年度の小中学生の鳥をテーマにし
た研究作品を１階エントランスホールに展示しています。みんなはどんな研究をして
いるのかな？ ぜひ見てみてくださいね！

時間：13：30から約１時間　定員：30人　申込：先着順（13：25開場）
対象：小学生以上（小学生未満は保護者と一緒で参加できます）

夏休みは鳥の博物館にあそびにいこう！
自由研究のヒントになるようなイベントがもりだくさん！鳥の博物館の夏休みイベント

時間：14：00～15：00
定員：なし（申込み不要
 ・ただし入館料がかかります）

杉村楚人冠記念館講演会
「楚人冠の遺産と新聞の現在」

場所：生涯学習センターアビスタ　ホール
講師：臼井敏男さん（元朝日新聞論説委員）
参加費：無料
定員：100名（予約不要・先着順）

講演会参加者を対象に、学芸員が企画展の解説をします。講演会と合わせて内容をより深
く理解できます。講演会受付で参加申し込み（先着順・定員20名）、要入館料（一般300円）

志賀直哉「稲村雑談」にあやかり、
同名の学芸員が展示を解説します。
笑いあり涙ありの感動の1時間をお届けします。

開催中～11/25（日）まで

第８１回企画展
「我孫子の都市鳥

～都市の発展と鳥たちの移り変わり～」

第８１回企画展
「我孫子の都市鳥

～都市の発展と鳥たちの移り変わり～」

杉村楚人冠が新聞の歴史に遺
したものは何か？ そしてそれ
は現在の新聞とどうつな
がっているのか？ 新聞紙の
実務をよく知る元朝日新
聞論説委員の臼井敏男
さんを講師に招いて、
お話しいただきます。

連動企画　杉村楚人冠記念館企画展
「今に生きる楚人冠の新聞改革ガイドツアー」


