
問  我孫子市手賀沼親水広場 水の館
Tel. 04-7184-0555 （水の館施設利用窓口）

所  水の館 3Fプラネタリウム
千葉県我孫子市高野山新田193

水の館 プラネタリウム 新番組公開中！
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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 pageGo to next page

・夏の焼肉特集！
大衆焼肉 大山
和牛一頭焼き肉 恒

・手賀沼花火大会 2018
・蓮花を楽しむ。
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
・水の館プラネタリウム情報
・我孫子市３館イベント情報

・夏の焼肉特集！
大衆焼肉 大山
和牛一頭焼き肉 恒

・手賀沼花火大会 2018
・蓮花を楽しむ。
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
・水の館プラネタリウム情報
・我孫子市３館イベント情報

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！

7／11（水）～ 7／19（木）
あびこのおみやげ買えるうなぁ

7／21（土）10：00～ 7／29（日）
WE LOVE ABIKO展
7／21（土）・22（日）10：00～16：00
あびマルシェ WE LOVE ABIKO
7／22（日）
手賀沼でカヌーを楽しもう！（※募集終了）
7／22（日）
ライブ・オン・アビシルベ
8／4（土）
手賀沼花火大会2018
8／5（日）12：00～ 8／11（土）17：00
我孫子の谷津の蝶と昆虫展

7／20（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

焼き肉特集 蓮花を楽しむ。

水の館プラネタリウム

大山 恒 我孫子八坂神社祭礼

手賀沼花火大会

LIVE !

LIVE !

我孫子で作ろう！夏の思い出！

上映日：土・日・祝日
10:00/13:00/15:00 ◎テーマ番組
11:00/14:00/16:00 ☆星空解説

夏休み投影（7/23 ～ 8/31）
月・火・木・金 
14:00 ☆星空解説／15:00 ◎テーマ番組

◎テーマ番組
「地球・星・宇宙」

2018 年夏の星空を解説します。
夏の夜空には空高く、明るい星々
が煌めいています。夏の大三角
（はくちょう座のデネブ・こと座
のベガ・わし座のアルタイル）
など。この季節の星空の見どこ
ろと星の物語を紹介します。

☆星空解説
「今夜、なにがみえるかな」

※各回 約 20 分・費用100 円 (中学生以下無料 )上映1時間前から3F 事務室券売機にて発券
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 7／18（水）～10／8（月・祝）
休館日：月曜日（祝日は除く）、
　　　　9月18日、9月25日

楚人冠が慶應義塾で講義に使ったノート▶

杉村楚人冠は大正時代から昭和初期
に「先進的」な取り組みを多くしました。
それは、楚人冠の仕事が今の新聞につ
ながっているということです。地味だけ
ど、新聞の歴史に生きている、そんな
楚人冠の業績を紹介します。

企画展
「今に生きる楚人冠の新聞改革」

鳥の博物館 てがたん

テーマトーク

鳥博セミナー

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

「手賀沼の魚を観察しよう」
時間10：00～12：00（雨天中止）
集合場所：我孫子市鳥の博物館玄関
申込：不要　
費用：高校生以上100円（保険料として）

時間13：30～14：15（開場13：15）　
場所：鳥の博物館２階 多目的ホール
定員：当日先着50人（申込不要）
費用：無料（ただし入館料がかかります）

手賀沼にくらす魚をもんどりを使って採集
し、観察します。どんな魚が捕れるかな？714

土

729
日

大正から昭和 40 年代にかけて膨大な鳥類・動物画を遺した

小林重三。黒田長禮、山階芳麿、清棲幸保による日本の三大
鳥類図鑑のすべてに鳥類画を描いています。これらの図鑑に
小林重三がどのように関わり、どのような絵を描いたのか、
図鑑ごとにご紹介します。

こばやししげかず くろだながみち やましなよしまろ きよすゆきやす

「夏休み鳥の科学作品展」
7／21（土）～8／31（金）

昨年の市内小中学生の夏休みの自由
研究作品の中から、鳥をテーマにし
た科学作品を館内で展示します。今
年の自由研究は鳥をテーマにしたい！
とお考えの方はぜひご来館ください。
会場：鳥の博物館1階エントランスホール

「ムクドリは本当に
　　　残念な生き物か？」

講師：越川重治さん
（都市鳥研究会副代表）

嫌われ者のムクドリですが、その
繁殖生態からねぐらまで本当の
姿を知ることにより、とても魅力
ある生物であることをわかりやすく伝えていただきます。
ムクドリはどこで繁殖しているの？ 渡りをするの？ なぜ
駅前にねぐらをとるの？ ムクドリは緑を守り林を作る
の？ など、身近な鳥の興味深い内容のお話です。

「博物画家・小林重三と
　　日本の三大鳥類図鑑」7 21

土

小林が描いた “清棲図鑑” の原画

過去の展示の様子

時間：13：30～15：00
会場：鳥の博物館2階多目的ホール
定員：50人（申込不要・当日先着）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

つがいで行動するムクドリ

講師：園部浩一郎さん
（（公財）山階鳥類研究所 客員研究員）

＊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。）

白樺文学館 722
日

729
日

白樺の調べ

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

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。

14：00～15：00

講演会
「河村蜻山の生涯 - 陶芸という言葉を作った男 -」

自らが制作した楚人冠句碑の
前に立つ蜻山

蜻山は我孫子生活を終えると鎌倉へ
窯を移築します（鎌倉明月釜）。
蜻山の人生を振り返り、その作品の魅
力をお話しします。
所：生涯学習センターアビスタ ホール
（千葉県我孫子市若松 26-4）

定員：130名（要申込）
ご予約は白樺文学館までお願いいたします。

13：30 ～14：30

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：   7／16（月・祝）・25（水）
　　　  8／12（日）・19（日）・25（土）
　　　  9／8（土）・15（土）・30（日）
　　　10／13（土）・17（水）

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、感動の 1 時間を
お届けします。

時間：14：00 ～15：00　定員：なし（申込み不要）

地球は太陽の周りを同じく惑星である兄弟星と
一緒に回っています。今回は
地球の兄弟星や太陽を中心に、
星の大きさを軸として取り上げ
ながら、宇宙のス
ケールを感じてい
ただく番組です。

アビシルベ開館時間
延長（22：00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 。

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

・全ての会場に一般観覧者用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
・場所取りに関しては、芝の上に直接スプレーやペンキ等でマーキングすることはお止めください。 ・場所取りの時間等は、会場で異なりますので、各会場事務局にお問合せ下さい。
・会場内での火気使用は禁止します。 ・各会場ともゴミ箱は設置しておりません、ゴミは必ずお持ち帰り下さい。
・手賀沼周辺の上空は、小型無人機（ドローン・ラジコンヘリなど）の飛行禁止区域に指定されております、無許可で飛ばすことはお止めください。
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千葉県我孫子市我孫子1-14-3
04-7197-4129
平日18：00 ～22：30（L.O.22：00）
土日祝17：30 ～22：30.（L.O.22：00）
月曜日（祝日の場合は営業）

所   
問   
営   

休  

千葉県我孫子市本町 2-2-19　我孫子プラザビル2F
04-7165-6707
11：00 ～14：30（ランチ）
17：00 ～23：00（ディナー）
月曜日（祝日の場合は営業）

所   
問   
営   

休  

リーズナブルな価格で本格和牛が食べられるお店。

昨年11月にオープンして以来、地元市民に親しまれています。

精肉店直営のため高品質のお肉を低価格で提供！

定番メニューの「大山ロース（680 円）」

「大山カルビ（680 円）」はもちろん、

本日のおすすめ希少部位も都内の約半分の値段で楽しめます。

お肉の他にもキムチ盛り合わせ（580 円）やクッパ（580 円）、

ビビンバ（580 円）などサイドメニューも充実しています。

一段と暑くなるこの季節、スタミナ満点の焼肉を食べて夏を乗り切ろう！

今回は我孫子駅周辺の焼肉屋さんをご紹介します。

大衆焼肉 大山

炭火で宮崎牛を食べられるお店。
宮崎牛を一頭買いしているので、メニューには希少部位もずらり！
様々な部位の食べ比べをすることができます。

お得な赤身切り落とし（880 円）や、盛り合わせも有。
口いっぱいに広がる肉の旨味を楽しめます！
季節によって内容が変わるランチタイムメニュー（740 円～）も
ボリューム満点で、近隣の会社員に大変人気です。

和牛一頭焼き肉 恒
ひさし

夏の焼肉特集！ 手賀沼花火大会 2018

19：00 ～20：30
※打上開始は19：10
※荒天の場合中止

約13,500 発

　　観覧会場
【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
（ＪＲ常磐線北柏駅より徒歩25分、柏駅東口より徒歩 40 分）
【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
（ＪＲ常磐線柏駅東口より東武バス沼南方面（１番乗場）から大井停留所下車徒歩20 分）
【我孫子会場】手賀沼公園・手賀沼ふれあいライン
（ＪＲ常磐線我孫子駅南口より徒歩10 分）

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、子供たちに人気

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。

指定席チケットは7/1（日）より販売して

おります。詳しくは広報あびこ7/1号ま

たは、我孫子市ホームページ「手賀沼花

火大会2018」の項目をご覧ください。

　　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
【当日午前８時以降】テレホンガイド 0180-991-155 をご利用下さい。

所 問

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。

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。

蓮花を楽しむ。蓮花を楽しむ。根戸新田の蓮根戸新田の蓮

NPO 法人手賀沼トラスト事務局 Tel.04-7115-1109（富沢さん）

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） 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。

蓮見舟と角松ランチ蓮見舟と角松ランチ

7月～8月まで、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：1,000円
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：手賀沼の小池にて 1,000円
　　　　　　　　　　　    角松にて 4,000円（サ・税込）頂きます。
※どちらのプランも要予約となっております。
※蓮見舟は荒天時運休となります。
※8/4（土）・5（日）・11（土）はお受けできません。
※8月後半になりますと水位が下がるため、蓮の群生地
　に舟が入れません。外から眺めるコースとなります。
　予めご了承ください。

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）

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！ 全身で夏を感じる人気のイベントです。
全問正解でゴールした方にはプレゼントも？！

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！ 全身で夏を感じる人気のイベントです。
全問正解でゴールした方にはプレゼントも？！

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

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26日（木）～ 7月29日（日）

714
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土
日

当日本部までお問い合わせください

我孫子八坂神社周辺
（JR 我孫子駅南口徒歩2分）

我孫子八坂神社祭礼

※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をご覧ください。

15日は大神輿が山車を引き連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
14日は夕方頃から、15日は昼頃から屋台が立ち並びます。
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八坂神社角松

大山

手賀沼の小池

手賀沼花火柏第１会場
柏第２会場

我孫子会場

恒

10：00～16：00　※雨天順延10：00～16：00　※雨天順延
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竹内神社

川村学園女子大学
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水の館〈あびこん/プラネタリウム〉手賀大橋
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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

・全ての会場に一般観覧者用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
・場所取りに関しては、芝の上に直接スプレーやペンキ等でマーキングすることはお止めください。 ・場所取りの時間等は、会場で異なりますので、各会場事務局にお問合せ下さい。
・会場内での火気使用は禁止します。 ・各会場ともゴミ箱は設置しておりません、ゴミは必ずお持ち帰り下さい。
・手賀沼周辺の上空は、小型無人機（ドローン・ラジコンヘリなど）の飛行禁止区域に指定されております、無許可で飛ばすことはお止めください。
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千葉県我孫子市我孫子1-14-3
04-7197-4129
平日18：00 ～22：30（L.O.22：00）
土日祝17：30 ～22：30.（L.O.22：00）
月曜日（祝日の場合は営業）

所   
問   
営   

休  

千葉県我孫子市本町 2-2-19　我孫子プラザビル2F
04-7165-6707
11：00 ～14：30（ランチ）
17：00 ～23：00（ディナー）
月曜日（祝日の場合は営業）
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問   
営   

休  

リーズナブルな価格で本格和牛が食べられるお店。

昨年11月にオープンして以来、地元市民に親しまれています。

精肉店直営のため高品質のお肉を低価格で提供！

定番メニューの「大山ロース（680 円）」

「大山カルビ（680 円）」はもちろん、

本日のおすすめ希少部位も都内の約半分の値段で楽しめます。

お肉の他にもキムチ盛り合わせ（580 円）やクッパ（580 円）、

ビビンバ（580 円）などサイドメニューも充実しています。

一段と暑くなるこの季節、スタミナ満点の焼肉を食べて夏を乗り切ろう！

今回は我孫子駅周辺の焼肉屋さんをご紹介します。

大衆焼肉 大山

炭火で宮崎牛を食べられるお店。
宮崎牛を一頭買いしているので、メニューには希少部位もずらり！
様々な部位の食べ比べをすることができます。

お得な赤身切り落とし（880 円）や、盛り合わせも有。
口いっぱいに広がる肉の旨味を楽しめます！
季節によって内容が変わるランチタイムメニュー（740 円～）も
ボリューム満点で、近隣の会社員に大変人気です。

和牛一頭焼き肉 恒
ひさし

夏の焼肉特集！ 手賀沼花火大会 2018

19：00 ～20：30
※打上開始は19：10
※荒天の場合中止

約13,500 発

　　観覧会場
【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
（ＪＲ常磐線北柏駅より徒歩25分、柏駅東口より徒歩 40 分）
【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
（ＪＲ常磐線柏駅東口より東武バス沼南方面（１番乗場）から大井停留所下車徒歩20 分）
【我孫子会場】手賀沼公園・手賀沼ふれあいライン
（ＪＲ常磐線我孫子駅南口より徒歩10 分）

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、子供たちに人気

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。

指定席チケットは7/1（日）より販売して

おります。詳しくは広報あびこ7/1号ま

たは、我孫子市ホームページ「手賀沼花

火大会2018」の項目をご覧ください。

　　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
【当日午前８時以降】テレホンガイド 0180-991-155 をご利用下さい。

所 問

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。

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。

蓮花を楽しむ。蓮花を楽しむ。根戸新田の蓮根戸新田の蓮

NPO 法人手賀沼トラスト事務局 Tel.04-7115-1109（富沢さん）

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） 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。

蓮見舟と角松ランチ蓮見舟と角松ランチ

7月～8月まで、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：1,000円
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：手賀沼の小池にて 1,000円
　　　　　　　　　　　    角松にて 4,000円（サ・税込）頂きます。
※どちらのプランも要予約となっております。
※蓮見舟は荒天時運休となります。
※8/4（土）・5（日）・11（土）はお受けできません。
※8月後半になりますと水位が下がるため、蓮の群生地
　に舟が入れません。外から眺めるコースとなります。
　予めご了承ください。

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）

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！ 全身で夏を感じる人気のイベントです。
全問正解でゴールした方にはプレゼントも？！

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！ 全身で夏を感じる人気のイベントです。
全問正解でゴールした方にはプレゼントも？！

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

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26日（木）～ 7月29日（日）
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当日本部までお問い合わせください

我孫子八坂神社周辺
（JR 我孫子駅南口徒歩2分）

我孫子八坂神社祭礼

※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をご覧ください。

15日は大神輿が山車を引き連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
14日は夕方頃から、15日は昼頃から屋台が立ち並びます。
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八坂神社角松

大山

手賀沼の小池

手賀沼花火柏第１会場
柏第２会場

我孫子会場

恒

10：00～16：00　※雨天順延10：00～16：00　※雨天順延



問  我孫子市手賀沼親水広場 水の館
　Tel. 04-7184-0555 （水の館施設利用窓口）

所  水の館 3Fプラネタリウム
　  千葉県我孫子市高野山新田193

水の館 プラネタリウム 新番組公開中！

アビプレ64号（2018年7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）
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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 pageGo to next page

・夏の焼肉特集！
　大衆焼肉 大山
　和牛一頭焼き肉 恒
・手賀沼花火大会 2018
・蓮花を楽しむ。
　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
・水の館プラネタリウム情報
・我孫子市３館イベント情報

・夏の焼肉特集！
　大衆焼肉 大山
　和牛一頭焼き肉 恒
・手賀沼花火大会 2018
・蓮花を楽しむ。
　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
・水の館プラネタリウム情報
・我孫子市３館イベント情報

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！

7／11（水）～ 7／19（木）
あびこのおみやげ買えるうなぁ

7／21（土）10：00～ 7／29（日）
WE LOVE ABIKO展
7／21（土）・22（日）10：00～16：00
あびマルシェ WE LOVE ABIKO
7／22（日）
手賀沼でカヌーを楽しもう！（※募集終了）
7／22（日）
ライブ・オン・アビシルベ
8／4（土）
手賀沼花火大会2018
8／5（日）12：00～ 8／11（土）17：00
我孫子の谷津の蝶と昆虫展

7／20（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

焼き肉特集 蓮花を楽しむ。

水の館プラネタリウム

大山 恒 我孫子八坂神社祭礼

手賀沼花火大会

LIVE !

LIVE !

我孫子で作ろう！夏の思い出！

上映日：土・日・祝日
10:00/13:00/15:00 ◎テーマ番組
11:00/14:00/16:00 ☆星空解説

夏休み投影（7/23 ～ 8/31）
月・火・木・金 
14:00 ☆星空解説／15:00 ◎テーマ番組

◎テーマ番組
「地球・星・宇宙」

2018 年夏の星空を解説します。
夏の夜空には空高く、明るい星々
が煌めいています。夏の大三角
（はくちょう座のデネブ・こと座
のベガ・わし座のアルタイル）
など。この季節の星空の見どこ
ろと星の物語を紹介します。

☆星空解説
「今夜、なにがみえるかな」

※各回 約 20 分・費用100 円 (中学生以下無料 )上映1時間前から3F 事務室券売機にて発券
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 7／18（水）～10／8（月・祝）
休館日：月曜日（祝日は除く）、
　　　　9月18日、9月25日

楚人冠が慶應義塾で講義に使ったノート▶

杉村楚人冠は大正時代から昭和初期
に「先進的」な取り組みを多くしました。
それは、楚人冠の仕事が今の新聞につ
ながっているということです。地味だけ
ど、新聞の歴史に生きている、そんな
楚人冠の業績を紹介します。

企画展
「今に生きる楚人冠の新聞改革」

鳥の博物館 てがたん

テーマトーク

鳥博セミナー

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

「手賀沼の魚を観察しよう」
時間10：00～12：00（雨天中止）
集合場所：我孫子市鳥の博物館玄関
申込：不要　
費用：高校生以上100円（保険料として）

時間13：30～14：15（開場13：15）　
場所：鳥の博物館２階 多目的ホール
定員：当日先着50人（申込不要）
費用：無料（ただし入館料がかかります）

手賀沼にくらす魚をもんどりを使って採集
し、観察します。どんな魚が捕れるかな？714

土

729
日

大正から昭和 40 年代にかけて膨大な鳥類・動物画を遺した

小林重三。黒田長禮、山階芳麿、清棲幸保による日本の三大
鳥類図鑑のすべてに鳥類画を描いています。これらの図鑑に
小林重三がどのように関わり、どのような絵を描いたのか、
図鑑ごとにご紹介します。

こばやししげかず くろだながみち やましなよしまろ きよすゆきやす

「夏休み鳥の科学作品展」
7／21（土）～8／31（金）

昨年の市内小中学生の夏休みの自由
研究作品の中から、鳥をテーマにし
た科学作品を館内で展示します。今
年の自由研究は鳥をテーマにしたい！
とお考えの方はぜひご来館ください。
会場：鳥の博物館1階エントランスホール

「ムクドリは本当に
　　　残念な生き物か？」

講師：越川重治さん
　　　（都市鳥研究会副代表）

嫌われ者のムクドリですが、その
繁殖生態からねぐらまで本当の
姿を知ることにより、とても魅力
ある生物であることをわかりやすく伝えていただきます。
ムクドリはどこで繁殖しているの？ 渡りをするの？ なぜ
駅前にねぐらをとるの？ ムクドリは緑を守り林を作る
の？ など、身近な鳥の興味深い内容のお話です。

「博物画家・小林重三と
　　日本の三大鳥類図鑑」7 21

土

小林が描いた “清棲図鑑” の原画

過去の展示の様子

時間：13：30～15：00
会場：鳥の博物館2階多目的ホール
定員：50人（申込不要・当日先着）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

つがいで行動するムクドリ

講師：園部浩一郎さん
　　　（（公財）山階鳥類研究所 客員研究員）

＊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。）

白樺文学館 722
日

729
日

白樺の調べ

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

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。

14：00～15：00

　講演会
「河村蜻山の生涯 - 陶芸という言葉を作った男 -」

自らが制作した楚人冠句碑の
前に立つ蜻山

蜻山は我孫子生活を終えると鎌倉へ
窯を移築します（鎌倉明月釜）。
蜻山の人生を振り返り、その作品の魅
力をお話しします。
所：生涯学習センターアビスタ ホール
　　（千葉県我孫子市若松 26-4）
定員：130名（要申込）
ご予約は白樺文学館までお願いいたします。

13：30 ～14：30

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：   7／16（月・祝）・25（水）
　　　  8／12（日）・19（日）・25（土）
　　　  9／8（土）・15（土）・30（日）
　　　10／13（土）・17（水）

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、感動の 1 時間を
お届けします。

時間：14：00 ～15：00　定員：なし（申込み不要）

地球は太陽の周りを同じく惑星である兄弟星と
一緒に回っています。今回は
地球の兄弟星や太陽を中心に、
星の大きさを軸として取り上げ
ながら、宇宙のス
ケールを感じてい
ただく番組です。

アビシルベ開館時間
延長（22：00まで）


