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　淡い紅色の桃花色は古来より春の装いに取り入れ
られてきました。３月になるといよいよ春が来たと実
感することが多くなってきますね。
　美しく咲く桃の花はもちろん、我孫子市内各所で
は競うように桜が咲き始めます。市内全体が薄ぼん
やりと桃花色の霞がかかったように華やぎ、やがて
新緑の季節がやってきます。
　冬を耐え抜き花を咲かせ、芽を出す木々をゆっく
りと観賞してみてはいかがでしょうか。

今月の色
【桃花色】
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＊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。）

・あびこ桜いろいろ２０２０
・我孫子らーめん紀行 第２０弾・２１弾
　（チャイニーズダイニング えん・環七ラーメン てらッちょ。）

・市内の菜の花が見頃です
　（菜の花畑散策と頭の体操・菜の花まつり）

・第１７回市民観桜会
・我孫子市３館イベント情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・あびこ桜いろいろ２０２０
・我孫子らーめん紀行 第２０弾・２１弾
　（チャイニーズダイニング えん・環七ラーメン てらッちょ。）

・市内の菜の花が見頃です
　（菜の花畑散策と頭の体操・菜の花まつり）

・第１７回市民観桜会
・我孫子市３館イベント情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）
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年末年始（12/29～1/3）
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〒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

最新情報はインターネットで！ 

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！3／19（木）18：00～19：00
アビスト de Night☆ LIVE !

3／31（火）～ 4／10（金）
あびこ桜いろいろ２０２０

3／24（火）～ 3／30（月）12：00まで
我孫子のいろいろ八景パネル展

3／12（木）13：00～ 3／18（水）
木目込人形による 時の旅絵巻

4／1（水）12：00～ 4／15（水）
我孫子市美術家協会展PR展示

アビシルベ月間予定

アビシルベ 
または@ABISHIRUBE

@abishirube
 または@ABISHIRUBE 

abikoinformationcenter

アビストde Night ★
毎月多彩なゲストを迎えて
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！

今月のアビストde Night ★

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」
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白樺文学館 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　TEL：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

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　TEL：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

第８6回企画展
「バンディング展―足環でわかる鳥の渡り―」

開催中～6月14日（日）
場所：鳥の博物館２階 企画展示室

チャイニーズダイニング  えん

手賀沼遊歩道桜ライトアップ 市民観桜会

環七ラーメン  てらッちょ。 菜の花畑散策と頭の体操

開催中～4月12日（日）

常設テーマ「民藝運動と我孫子」

フィリップ・リーチ（バーナード・リーチ孫）「駆兎文皿」

柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、
武者小路実篤をはじめとする白樺派文
人が交流した我孫子。今回は常設テー
マ「民藝運動と我孫子」として芹沢銈介、
河井寛次郎、濱田庄司など文学館所蔵
の民藝作品を展示します。

くともんざら

バンディング（標識調査）は、個体を識別
するための標識を鳥に付けて、渡りや寿命
を調べる調査です。日本では、環境省が山
階鳥類研究所に委託して調査が行われてお
り、各地で様々な鳥を対象とした調査が実
施されています。バンディングではどのよう
に調査が行われているかや、バンディング
によって明らかになった鳥たちの渡りや生活
をご紹介します。

足環を標識されたコジュリン

杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00まで）　所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　TEL：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　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）

企画展
「禅」が結んだ人びと ―釈宗演と楚人冠の周辺

3月10日（火）～5月10日（日）
9 時～16 時 30 分（入館16 時まで）

10 時～11時

明治時代に夏目漱石らを指導し禅の普及

に画期をなした円覚寺の禅僧釈宗演。

楚人冠もまた宗演に参禅した青年の一人

です。

この二人を中心に「禅」が結んだ人びと

の活動を紹介します。

第 8回楚人冠講座
楚人冠の「禅」、漱石の「禅」

4 19
日

会場：生涯学習センターアビスタ　第二学習室
　　　（千葉県我孫子市若松 26-4）

同じ釈宗演に禅を習った二人の作品から、禅に関する
場面を読み比べ。
杉村楚人冠と夏目漱石、それぞれの禅体験を考えます。

釈宗演の肖像

しゃく そうえん しゃく そうえん

定員：40 名（要予約・先着順）
予約受付：4 月 1 日 9 時 30 分以降　市民図書館アビスタ
本館カウンター（電話：04‐7184‐1110）
終了後は講座参加者対象（先着 20 名まで）に企画展ガイ
ドツアーを杉村楚人冠記念館で開催。
希望者は予約時にお申し込みください。

本誌で掲載の情報は 3 月 1 日現在のものです。新型コロナウィルスの影響を受け、
今号掲載のイベントも今後中止や延期、内容が変更になる場合がございます。
参加をご予定されている方は事前の確認をおすすめいたします。
市内イベントの開催可否に関しては我孫子市のホームページよりご覧いただけます。

★2019 年総集編
★らーめん紀行
★三令ミニLive
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休問所
営
千葉県我孫子市天王台2-2-33 Tel.04-7183-3737 月曜日・第３火曜日

11：30～14：30／17：00～21：30

我孫子らーめん紀行 

あびこ桜いろいろ 2020 我孫子市内の桜の名所をご紹介します！

●手賀沼遊歩道　（千葉県我孫子市高野山新田１９３手賀沼親水広場周辺）
　桜の木は若いですが、咲きそろうと桜
　のトンネルができ美しいです。沼岸の
　ため開花は例年遅めです。

チャイニーズダイニング えん
天王台南口にある人気の
チャイニーズダイニング。
今回はオススメの坦々麺
（税別 819 円）をご紹介
します！
自家製のゴマだれには
ザーサイと干しエビが入
り、コク深い旨みが魅力
です。
肉味噌は国産の豚肉を使
い、甜麺醤をベースに仕
上げています。

最後にまわしかけるラー油ももちろん自家製！
豊かな風味のスープがモチモチの縮れ麺によく絡み、ラー油のピリッとし
た辛さが癖になります。
坦々麺の他にも定番の中華やお得なランチ、そして種類豊富な紹興酒な
どメニュー盛りだくさん！　様々な場面で利用できるのも嬉しいですね。

P 5台有 昼禁煙　　夜喫煙可 休

問
所

営

千葉県我孫子市寿2-25-30

Tel.04-7179-1003

無休

平日 11：00 ～15：00/17：00 ～26：00
土日祝 11：00 ～26：00

P 5台有 全面禁煙

第21弾 環七ラーメン てらッちょ。我孫子店
言わずと知れた我孫子の
名店！こってりラーメンと
いえば「てらッちょ。」と
いう方も多いのではない
でしょうか？
今回はボリューム満点の
特製カブリチャーシュー
メン（税込 1,310 円）を
ご紹介！
数種類の骨をじっくり１５
時間煮込んだまさしく“骨

の髄” まで楽しめるスープと、「つるや製麺」の麺、たっぷりの背脂が食
欲をそそります。大きなカブリチャーシューは口の中でほぐれる柔らかさ。
背脂の旨味とスープのコクが溶け合い箸が止まらなくなる美味しさです。
なんと替え玉が１玉無料！心ゆくまでガッツリ食べることができます。

坦々麺
（税別 819 円）

特製カブリチャーシューメン（税込1,310 円）

3／19（木）～22（日）

菜の花畑散策と頭の体操菜の花畑散策と頭の体操
10：00 ～15：00　※雨天順延

所  千葉県我孫子市根戸新田字船戸
　 （手賀沼ふれあいライン沿い、JR 我孫子駅南口徒歩約 30 分）
問   NPO 法人手賀沼トラスト Tel.090-9853-3862（桐石さん）
￥ 無料

※手賀沼ファーム駐車場・あびこ農産物直売所あびこん跡地に
　臨時無料駐車場がございます。

3／14（土）・15（日）・20（金）21（土）・22（日）
菜の花まつり菜の花まつり

問   農政課 Tel.04-7185-1111（内線 312）
￥ 入場無料

（雨天及び生育状況によって中止の場合あり）

※あびこ農産物直売所あびこん跡地に臨時無料駐車場がございます。

所  千葉県我孫子市根戸新田
　 （手賀沼ふれあいライン沿い、JR 我孫子駅南口下車徒歩約 25分）

根戸新田の畑に栽培している菜の花が、3月中旬ごろから見ごろ
になり、今年も菜の花まつりを開催します。
イベント当日は、菜の花の摘み取り（有料）や野菜の即売会など
のイベントを実施しますので、皆様のご来場を開催者一同心よ
りお待ちしております。

菜の花畑の小道を巡り、途中の「なぞなぞ問題」で頭を動かせ
ながら散策を楽しもう！
子どもも大人も楽しめる春のイベントです！

市内の菜の花が見頃です。
手賀沼ふれあいライン沿いの畑では毎年菜の花を楽しむことができます。
間近で菜の花を楽しめるイベントをご紹介します。

所  我孫子ゴルフ倶楽部 13番・16 番ホールとその周辺
￥
問  我孫子の景観を育てる会 Tel.090-6034-9149（3 月 1日より）

100 円（小学生以下無料）

3 30
月

10：00 ～14：00（入場は13：00まで）雨天中止

第１7回 市民観桜会

（社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース内の見事な桜を楽しめます。
公開する 13番・16番ホールとその周辺には、特に見事なソメイヨシノの大樹が
あり、フェアウエイに沿った、松の緑と桜の薄桃色のコントラストは、目を見張
るほどです。
ウグイスとコカリナの音色を聞きながら、名門コースのフェアウエイをゆったり
と散策しませんか。

※開催の可否に関しては「我孫子市景観を育てる会」の
　HPからもご確認いただけます。

送迎バス：常磐線天王台駅南口（おもちゃのたけや前）～観桜会場入口　
１０：００～１４：００（概ね 30 分間隔運行、12時から1時間休憩）
無料、定員 28 名乗り

カーナビをご利用の方は【千葉県我孫子市岡発戸１４３３－２】でお調べください。
駐車場は五本松運動広場駐車場をご利用ください。（約100 台）

※クラブハウス側正面入り口からはお入りいただけません。
　五本松公園向かいの側奥の特設入り口からご入場ください。
※場内で喫煙、飲食、ペット持ち込み、ゴルフなどの球技は
　できません。（清涼飲料水可）
※運動靴、ウォーキングシューズを着用してください。

●北星神社（千葉県我孫子市台田４－１１－２７）
　妙見菩薩の神徒として狛犬の
　代わりに一対の石亀があります。
　古く大きな桜が見所。

●我孫子八坂神社
　（千葉県我孫子市白山１－１－１）

　我孫子駅周辺で毎年一番
　最初に咲き始める桜です。

●手賀沼公園
　（千葉県我孫子市若松１）

　青々とした芝生と桜の花の
　コントラストが見所です。

●柴崎台中央公園
　（千葉県我孫子市柴崎台２－１４）

　広々とした公園に、
　大きな桜の木が
　植わっています。

●川村学園女子大学（千葉県我孫子市下ケ戸１１３３）
　桜と黄色のレンギョウの花を同時に
　楽しむことができます。
　校内の一般開放日に関しては
　川村学園女子大学のHPをご
　確認ください。

●日秀観音
　（千葉県我孫子市日秀９０）

　首曲がり地蔵があるお寺。
　古く大きな桜の木が毎年咲き誇り
　ます。

●気象台記念公園
　（千葉県我孫子市新木野２－５）

　広く開放的な芝生を
　囲うように桜の木が
　並んでいます。

●我孫子二丁目マンション街
　（千葉県我孫子市我孫子２丁目マンション周辺）

　マンション周辺に数多くの桜を
　見ることができます。
　場所によってはベンチなどもあ
　ります。

3/21（土）～桜のライトアップも行います！
※ライトアップ期間は天候や咲き具合に
　よって変動します。

●宮ノ森公園（千葉県我孫子市布佐１２２３－１）
　四季折々の花木が
　楽しめる公園。
　桜はもちろん雪柳の
　白い花も見所です。
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3／19（木）～22（日）

菜の花畑散策と頭の体操菜の花畑散策と頭の体操
10：00 ～15：00　※雨天順延

所  千葉県我孫子市根戸新田字船戸
　 （手賀沼ふれあいライン沿い、JR 我孫子駅南口徒歩約 30 分）
問   NPO 法人手賀沼トラスト Tel.090-9853-3862（桐石さん）
￥ 無料

※手賀沼ファーム駐車場・あびこ農産物直売所あびこん跡地に
　臨時無料駐車場がございます。

3／14（土）・15（日）・20（金）21（土）・22（日）
菜の花まつり菜の花まつり

問   農政課 Tel.04-7185-1111（内線 312）
￥ 入場無料

（雨天及び生育状況によって中止の場合あり）

※あびこ農産物直売所あびこん跡地に臨時無料駐車場がございます。

所  千葉県我孫子市根戸新田
　 （手賀沼ふれあいライン沿い、JR 我孫子駅南口下車徒歩約 25分）

根戸新田の畑に栽培している菜の花が、3月中旬ごろから見ごろ
になり、今年も菜の花まつりを開催します。
イベント当日は、菜の花の摘み取り（有料）や野菜の即売会など
のイベントを実施しますので、皆様のご来場を開催者一同心よ
りお待ちしております。

菜の花畑の小道を巡り、途中の「なぞなぞ問題」で頭を動かせ
ながら散策を楽しもう！
子どもも大人も楽しめる春のイベントです！

市内の菜の花が見頃です。
手賀沼ふれあいライン沿いの畑では毎年菜の花を楽しむことができます。
間近で菜の花を楽しめるイベントをご紹介します。

所  我孫子ゴルフ倶楽部 13番・16 番ホールとその周辺
￥
問  我孫子の景観を育てる会 Tel.090-6034-9149（3 月 1日より）

100 円（小学生以下無料）

3 30
月

10：00 ～14：00（入場は13：00まで）雨天中止

第１7回 市民観桜会

（社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース内の見事な桜を楽しめます。
公開する 13番・16番ホールとその周辺には、特に見事なソメイヨシノの大樹が
あり、フェアウエイに沿った、松の緑と桜の薄桃色のコントラストは、目を見張
るほどです。
ウグイスとコカリナの音色を聞きながら、名門コースのフェアウエイをゆったり
と散策しませんか。

※開催の可否に関しては「我孫子市景観を育てる会」の
　HPからもご確認いただけます。

送迎バス：常磐線天王台駅南口（おもちゃのたけや前）～観桜会場入口　
１０：００～１４：００（概ね 30 分間隔運行、12時から1時間休憩）
無料、定員 28 名乗り

カーナビをご利用の方は【千葉県我孫子市岡発戸１４３３－２】でお調べください。
駐車場は五本松運動広場駐車場をご利用ください。（約100 台）

※クラブハウス側正面入り口からはお入りいただけません。
　五本松公園向かいの側奥の特設入り口からご入場ください。
※場内で喫煙、飲食、ペット持ち込み、ゴルフなどの球技は
　できません。（清涼飲料水可）
※運動靴、ウォーキングシューズを着用してください。

●北星神社（千葉県我孫子市台田４－１１－２７）
　妙見菩薩の神徒として狛犬の
　代わりに一対の石亀があります。
　古く大きな桜が見所。

●我孫子八坂神社
　（千葉県我孫子市白山１－１－１）

　我孫子駅周辺で毎年一番
　最初に咲き始める桜です。

●手賀沼公園
　（千葉県我孫子市若松１）

　青々とした芝生と桜の花の
　コントラストが見所です。

●柴崎台中央公園
　（千葉県我孫子市柴崎台２－１４）

　広々とした公園に、
　大きな桜の木が
　植わっています。

●川村学園女子大学（千葉県我孫子市下ケ戸１１３３）
　桜と黄色のレンギョウの花を同時に
　楽しむことができます。
　校内の一般開放日に関しては
　川村学園女子大学のHPをご
　確認ください。

●日秀観音
　（千葉県我孫子市日秀９０）

　首曲がり地蔵があるお寺。
　古く大きな桜の木が毎年咲き誇り
　ます。

●気象台記念公園
　（千葉県我孫子市新木野２－５）

　広く開放的な芝生を
　囲うように桜の木が
　並んでいます。

●我孫子二丁目マンション街
　（千葉県我孫子市我孫子２丁目マンション周辺）

　マンション周辺に数多くの桜を
　見ることができます。
　場所によってはベンチなどもあ
　ります。

3/21（土）～桜のライトアップも行います！
※ライトアップ期間は天候や咲き具合に
　よって変動します。

●宮ノ森公園（千葉県我孫子市布佐１２２３－１）
　四季折々の花木が
　楽しめる公園。
　桜はもちろん雪柳の
　白い花も見所です。



Go to next page

　淡い紅色の桃花色は古来より春の装いに取り入れ
られてきました。３月になるといよいよ春が来たと実
感することが多くなってきますね。
　美しく咲く桃の花はもちろん、我孫子市内各所で
は競うように桜が咲き始めます。市内全体が薄ぼん
やりと桃花色の霞がかかったように華やぎ、やがて
新緑の季節がやってきます。
　冬を耐え抜き花を咲かせ、芽を出す木々をゆっく
りと観賞してみてはいかがでしょうか。

今月の色
【桃花色】
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ABIKO

CHIBA
品川

東京

柏 成田

我孫子
取手

上
野
東
京
ラ
イ
ン

常磐線 成田線

ABIKO

松戸

上野

Vol.84（2020 年 3月 10 日発行）Vol.84（2020 年 3月 10 日発行）

千葉県我孫子市の
情報発信基地

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

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）

4

＊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。）

・あびこ桜いろいろ２０２０
・我孫子らーめん紀行 第２０弾・２１弾
　（チャイニーズダイニング えん・環七ラーメン てらッちょ。）

・市内の菜の花が見頃です
　（菜の花畑散策と頭の体操・菜の花まつり）

・第１７回市民観桜会
・我孫子市３館イベント情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・あびこ桜いろいろ２０２０
・我孫子らーめん紀行 第２０弾・２１弾
　（チャイニーズダイニング えん・環七ラーメン てらッちょ。）

・市内の菜の花が見頃です
　（菜の花畑散策と頭の体操・菜の花まつり）

・第１７回市民観桜会
・我孫子市３館イベント情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

アビプレ84号（2020年3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

開館時間／
9：00～18：00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

開館時間／
9：00～18：00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

〒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

最新情報はインターネットで！ 

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！3／19（木）18：00～19：00
アビスト de Night☆ LIVE !

3／31（火）～ 4／10（金）
あびこ桜いろいろ２０２０

3／24（火）～ 3／30（月）12：00まで
我孫子のいろいろ八景パネル展

3／12（木）13：00～ 3／18（水）
木目込人形による 時の旅絵巻

4／1（水）12：00～ 4／15（水）
我孫子市美術家協会展PR展示

アビシルベ月間予定

アビシルベ 
または@ABISHIRUBE

@abishirube
 または@ABISHIRUBE 

abikoinformationcenter

アビストde Night ★
毎月多彩なゲストを迎えて
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！

今月のアビストde Night ★

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」

319
木

白樺文学館 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　TEL：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

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　TEL：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

第８6回企画展
「バンディング展―足環でわかる鳥の渡り―」

開催中～6月14日（日）
場所：鳥の博物館２階 企画展示室

チャイニーズダイニング  えん

手賀沼遊歩道桜ライトアップ 市民観桜会

環七ラーメン  てらッちょ。 菜の花畑散策と頭の体操

開催中～4月12日（日）

常設テーマ「民藝運動と我孫子」

フィリップ・リーチ（バーナード・リーチ孫）「駆兎文皿」

柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、
武者小路実篤をはじめとする白樺派文
人が交流した我孫子。今回は常設テー
マ「民藝運動と我孫子」として芹沢銈介、
河井寛次郎、濱田庄司など文学館所蔵
の民藝作品を展示します。

くともんざら

バンディング（標識調査）は、個体を識別
するための標識を鳥に付けて、渡りや寿命
を調べる調査です。日本では、環境省が山
階鳥類研究所に委託して調査が行われてお
り、各地で様々な鳥を対象とした調査が実
施されています。バンディングではどのよう
に調査が行われているかや、バンディング
によって明らかになった鳥たちの渡りや生活
をご紹介します。

足環を標識されたコジュリン

杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00まで）　所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　TEL：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　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）

企画展
「禅」が結んだ人びと ―釈宗演と楚人冠の周辺

3月10日（火）～5月10日（日）
9 時～16 時 30 分（入館16 時まで）

10 時～11時

明治時代に夏目漱石らを指導し禅の普及

に画期をなした円覚寺の禅僧釈宗演。

楚人冠もまた宗演に参禅した青年の一人

です。

この二人を中心に「禅」が結んだ人びと

の活動を紹介します。

第 8回楚人冠講座
楚人冠の「禅」、漱石の「禅」

4 19
日

会場：生涯学習センターアビスタ　第二学習室
　　　（千葉県我孫子市若松 26-4）

同じ釈宗演に禅を習った二人の作品から、禅に関する
場面を読み比べ。
杉村楚人冠と夏目漱石、それぞれの禅体験を考えます。

釈宗演の肖像

しゃく そうえん しゃく そうえん

定員：40 名（要予約・先着順）
予約受付：4 月 1 日 9 時 30 分以降　市民図書館アビスタ
本館カウンター（電話：04‐7184‐1110）
終了後は講座参加者対象（先着 20 名まで）に企画展ガイ
ドツアーを杉村楚人冠記念館で開催。
希望者は予約時にお申し込みください。

本誌で掲載の情報は 3 月 1 日現在のものです。新型コロナウィルスの影響を受け、
今号掲載のイベントも今後中止や延期、内容が変更になる場合がございます。
参加をご予定されている方は事前の確認をおすすめいたします。
市内イベントの開催可否に関しては我孫子市のホームページよりご覧いただけます。

★2019 年総集編
★らーめん紀行
★三令ミニLive


