
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　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

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　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

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

鳥の博物館

杉村楚人冠記念館
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「アビシルベ」「アビシルベ」

開館時間／9:00～18:00 開館時間／9:00～18:00
休   館   日／年末年始（12/29～1/3）のみ休   館   日／年末年始（12/29～1/3）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

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

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！

8／20（火）～ 30（金）
あびこカッパまつりPR展

＊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。）

テーマトーク

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）

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

白樺の調べ 〜柳 宗悦〜

8／16（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

8／17（土）13：30～14：30
8／18（日）10：00～11：00
子ども書道教室（対象：小学生　要予約）

LIVE !

8／18（日）11：00～16：00
ライブ・オン・アビシルベ LIVE !

・夏だ！まつりだ！我孫子市内おまつり情報！
　柴青睦～天王台ふれあい夏祭り・天王台地区市民まつり& 盆踊り
　第１２回あびこカッパまつり・我孫子地区市民まつり
・旧井上家住宅の風鈴
・ひまわりイベント
・第１４回手賀沼トライアスロンを見に行こう！
・ママへのごほうびフェスタ２０１９
・水の館プラネタリウムイベント情報
・我孫子市３館イベント情報
　（鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館）

7月9日（火）～10月6日（日）

「世界からみた日本の鳥」第８4回企画展

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

7月13日（土）～11月24日（日）

時間：13：30 ～14：15（開場13：15）
会場：鳥の博物館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）

9／1（日）11：00～12（木）17：00
我孫子市書道連盟展

名前の通りまだ若い竹を表す
色です。
春には筍だったものが、ぐん
ぐん伸びて若竹に成長します。
夏は特に緑が鮮やかになる季
節。我孫子市内、滝前不動
や旧村川別荘の竹林で若竹の
新鮮な緑に触れてみてはいか
がでしょうか。

今月の色
【若竹色】

てがたん 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。

「虫を狙う生きものたち」

「鳥類標本の作り方
　　　　―いろんな標本を作ってみよう―」

9 14
土
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土

「嘉納治五郎と手賀沼
～幻の東京オリンピックをめぐって～」

日本の鳥は世界の鳥と比べて、どんな特徴があるのでしょうか？
日本では普通種でも、世界的には日本の周りにしか分布していない鳥も
います。海外から訪れる皆さんに紹介したい、日本らしい鳥を展示します。

時間：10：00 ～12：00
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

時間：14：00～15：00
参加費：無料（ただし入館料がかかります）
定員なし（予約不要）

時間：14：00～15：30（途中休憩あり）
場所：白樺文学館1階ピアノサロン

志賀直哉「稲村雑談」に
あやかり、同名の学芸員に
よる展示解説です。

講師：岩見恭子さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

8 25
日

アビシルベ月間予定

あびこカッパまつり

旧井上家住宅の風鈴 ひまわりイベント

手賀沼トライアスロン

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！

企画展

8月13日、9月17日、24日は休館となります。
お気を付け下さい。

我孫子の先人嘉納治五郎は、
1940年東京五輪誘致を成功さ
せた立役者でした。
その嘉納を頼りに、手賀沼を
漕艇会場にしようと動いた
人々、そんな我孫子の歴史を
掘り起こします。
戦争のために幻と消えたオリン
ピックをめぐる手賀沼の物語。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をお楽しみいただきます。
今月は柳宗悦の文章（「新しき美の基準」ほか）を
朗読とピアノのコラボレーションでお送りします。

　学芸員ギャラリートーク
「稲村雑談―白樺派と我孫子―」
　学芸員ギャラリートーク

「稲村雑談―白樺派と我孫子―」

今月のアビストde Night ★
816
金

クモやカマキリ、トンボ、キリギリスなど昆虫を食べる動物を観察し、
生きもの同士のつながりを考えてみましょう。

鳥類の標本といっても剥製標本だけではなく、骨格や卵などいろいろな標本があります。
ぬいぐるみをつかって剥製標本がどのように作られるのか説明し、実際に卵標本の製作も行う
予定です。また、標本がどんな研究に役立つのかについても紹介します。

※９月のテーマトークはありません。

ヤマドリ

★ふみしるべ（白樺文学館情報）
★沼っちゃお♡　★あびこカッパまつり
★ナツウタLive（三令）
★あびこdeあしまかせ（手賀沼）
★あびこラーメン紀行

※写真は昨年のものです
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土
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手賀沼ふれあいライン
手賀沼公園

船戸の森

根戸新田
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手賀沼親水広場 水の館 （施設利用窓口）
Tel. 04-7184-0555

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

各地区で開催されるおまつりをご紹介！
すべて「おまつりスタンプラリー」対象のおまつりです。スタンプも集めて景品をGETしよう！
（※おまつりスタンプラリーの詳細に関しては我孫子市ホームページか、アビシルベでもお配りしているスタンプ台紙をご覧ください。）

各地区で開催されるおまつりをご紹介！
すべて「おまつりスタンプラリー」対象のおまつりです。スタンプも集めて景品をGETしよう！
（※おまつりスタンプラリーの詳細に関しては我孫子市ホームページか、アビシルベでもお配りしているスタンプ台紙をご覧ください。）

天王台北口商店会と地元５自治会がタッグを組んだ夏祭り！

長さ約１００m の巨大流しそうめんなど、日中からイベント盛り

だくさんで大盛り上がり。

また、夜間は一直線に並んだ LED バルーン照明が全長４００m

の会場を美しく照らし出します。

家族と友達と！遊びに行こう！

バリアフリーにリニューアルした公園で今年も開催！

楽しいイベントや、大人気の子どもゲームコーナー・商店会員による

充実したフードコートなど盛りだくさん。

第二部は地域の子ども達による太鼓演奏での盆踊り大会を開催します。

一日中楽しめるおまつりです！

おまつり
スタンプラリー
対象

天王台地区

我孫子地区

天王台地区

我孫子地区

8 24
土

 13：00～20：00
※荒天中止

8 24
土

 12：00～21：00
※荒天中止

8 31
土

 ※荒天中止

8 31
土

 11：00～21：00
※荒天中止

柴青睦～天王台ふれあい夏祭り
しせいむつみ

天王台地区市民まつり　　　　　　　　　　＆盆踊り天王台地区市民まつり　　　　　　　　　　＆盆踊り

所

問
JR 天王台駅北口周辺
Tel.090-3227-5343

所

問
天王台西公園（JR天王台駅南口徒歩約 5分）
Tel.04-7128-9371

所

問
旧井上家住宅　我孫子市相島新田1番地
教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課
Tel.04-7185-1583（歴史文化財担当）

所

問
JR 我孫子駅南口周辺
Tel.070-3891-8840

所

問
けやきプラザ前広場（JR 我孫子駅南口徒歩約１分）
Tel.04-7182-3131（前日まで）

第１２回
あびこカッパまつり
第１２回
あびこカッパまつり 我孫子地区市民まつり

我孫子市内おまつり情報！

夏だ！まつりだ！
我孫子市内おまつり情報！

旧井上家住宅の風鈴

江戸時代の末期から現存し、市の指定文化財にも指定されている
「旧井上家住宅」では市民の方から寄贈された風鈴が飾られています。
夏の心地よい風に吹かれて鳴る、涼しい音をお楽しみください。
風鈴は ９/２３（月・祝）までご覧いただけます。

※臨時の砂利駐車場をご利用ください。

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17日（土）・18日（日）
8月24日（土）・25日（日）

※雨天中止

問

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）

我孫子市農政課 Tel.04-7185-1111（内線 26-510）

所

根戸新田の畑で栽培しているひまわりが、８月中旬から見頃になります。
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
地元農家の朝どれ野菜の販売を予定しています。
写真撮影のためのご来場も大歓迎！

8 18
日

9 7
土

 8：00
スタート

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）
メール：tega_tora_0827@yahoo.co.jp
※事務局へのお問い合わせはメールにてお願い致します。

第14回 手賀沼トライアスロン手賀沼トライアスロン

手賀沼トライアスロンはスイム1.5km・バイク40km・ラン10km・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や、日々練習を
重ねた参加者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」ですが、一般交通
の妨げにならないようお気をつけください。

を見に行こう！を見に行こう！

※環境・天候により内容の変更・中止を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

所

問
アビイクオーレ（JR我孫子駅南口徒歩約2分イトーヨーカドー内）
Tel.04-7185-1915（10：00 ～17：00、土日休み）

子育てを頑張っているママと家族がみんなで楽しめるイベントが盛りだくさん。
ホールイベントではパパと子の「工作教室」と新企画の「科学サイエンスショー」
が登場！  企業ブースやサークル団体ブースではママとお子さんが楽しめるプロ
グラムをご提供しています。
ぜひご家族で笑顔いっぱいの一日を過ごしましょう。

ママへのごほうびフェスタ2019

今年は、パラ選手（視覚障碍者）3名がガイドとともに競技に参加します。

※詳細は
　我孫子市ホームページをご覧ください→

※一部有料参加費：無料

申込 問

星空たんけん観望会

8 22
木

19：15～20：30
（19：00 受付開始）

8 28
水
1  10：30～12：00
2  14：00～15：30

星空の見方を学ぶ講座と
星空観望会を開催！
夏ならではの星や、木星・
土星を観察します。
夏の夜空を見上げてみよう！

※雨天・曇天の場合、星空観望会は中止　プラネタリウムで番組鑑賞 
定員 : 先着 50 人 ※小学生以下は保護者同伴
費用 :100 円（中学生以下は無料）
持ち物 : 懐中電灯（赤色灯推奨）

「夏の大三角・木星・土星を探しにいこう!」 
「プラネタリウムを動かしてみよう！」 

光学式プラネタリウムの簡単な操作体験。 
日の入り～満天の星～日の出までを 一人ひとり体験します。
プラネタリウムってどういう仕組みなの？
どうやって動かしているの？　質問も大歓迎です！
※他の方が操作している間、お待ちいただく時間があります。 
対象 : 小学 1 年生～6 年生 ※小学 4 年生以下は保護者同伴
定員 : 各回先着各5人
費用 : 無料 

8 月 16 日（金）から受付開始
電話で要事前申込 
※8 月 21 日（水）まで

8 月 16 日（金）から受付開始
電話で要事前申込 
※8 月 27 日 ( 火 )まで 

夏だ！まつりだ！

布佐駅布佐南小

手賀沼ふれあいライン

布佐市民の森

宮の森公園

旧井上家住宅

夏休みの最後を彩るあびこカッパまつり！！河童音頭大行進は、優美な竹

灯籠で演出された駅前通りを踊り歩きます。活気あふれる出店は今年も

健在。食べすぎ、飲みすぎにご注意を！

アビシルベステージでは、バンドを中心とした熱いパフォーマンスに加

え、夜はアコースティックタイムが楽しめます。駅前通りステージでは、

ダンスを中心に、吹奏楽、チア、書道パフォーマンス。夜のステージは、

今年はどんな演出になるのか楽しみ～！

公式ホームページ
https://www.abikokappa.website/

同日開催

今年の市民まつりは、カッパまつりと同日開催！！ ２つの祭りの美味

しいトコロをギュギュッと濃縮しちゃいます。

ステージの中心はアビシルベ。目玉は、なんと言ってもビンゴ大会！！

カラーテレビや自転車など、地元商業者の太っ腹具合を確かめよう！

ビンゴカード（300 円）のご購入は、午前 10 時から、けやきプラ

ザ前広場にて。

※写真は昨年のものです
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各地区で開催されるおまつりをご紹介！
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各地区で開催されるおまつりをご紹介！
すべて「おまつりスタンプラリー」対象のおまつりです。スタンプも集めて景品をGETしよう！
（※おまつりスタンプラリーの詳細に関しては我孫子市ホームページか、アビシルベでもお配りしているスタンプ台紙をご覧ください。）

天王台北口商店会と地元５自治会がタッグを組んだ夏祭り！

長さ約１００m の巨大流しそうめんなど、日中からイベント盛り

だくさんで大盛り上がり。

また、夜間は一直線に並んだ LED バルーン照明が全長４００m

の会場を美しく照らし出します。

家族と友達と！遊びに行こう！

バリアフリーにリニューアルした公園で今年も開催！

楽しいイベントや、大人気の子どもゲームコーナー・商店会員による

充実したフードコートなど盛りだくさん。

第二部は地域の子ども達による太鼓演奏での盆踊り大会を開催します。

一日中楽しめるおまつりです！

おまつり
スタンプラリー
対象

天王台地区

我孫子地区

天王台地区

我孫子地区

8 24
土

 13：00～20：00
※荒天中止

8 24
土

 12：00～21：00
※荒天中止

8 31
土

 ※荒天中止

8 31
土

 11：00～21：00
※荒天中止

柴青睦～天王台ふれあい夏祭り
しせいむつみ

天王台地区市民まつり　　　　　　　　　　＆盆踊り天王台地区市民まつり　　　　　　　　　　＆盆踊り

所

問
JR 天王台駅北口周辺
Tel.090-3227-5343

所

問
天王台西公園（JR天王台駅南口徒歩約 5分）
Tel.04-7128-9371

所

問
旧井上家住宅　我孫子市相島新田1番地
教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課
Tel.04-7185-1583（歴史文化財担当）

所

問
JR 我孫子駅南口周辺
Tel.070-3891-8840

所

問
けやきプラザ前広場（JR 我孫子駅南口徒歩約１分）
Tel.04-7182-3131（前日まで）

第１２回
あびこカッパまつり
第１２回
あびこカッパまつり 我孫子地区市民まつり

我孫子市内おまつり情報！

夏だ！まつりだ！
我孫子市内おまつり情報！

旧井上家住宅の風鈴

江戸時代の末期から現存し、市の指定文化財にも指定されている
「旧井上家住宅」では市民の方から寄贈された風鈴が飾られています。
夏の心地よい風に吹かれて鳴る、涼しい音をお楽しみください。
風鈴は ９/２３（月・祝）までご覧いただけます。

※臨時の砂利駐車場をご利用ください。

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17日（土）・18日（日）
8月24日（土）・25日（日）

※雨天中止

問

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）

我孫子市農政課 Tel.04-7185-1111（内線 26-510）

所

根戸新田の畑で栽培しているひまわりが、８月中旬から見頃になります。
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
地元農家の朝どれ野菜の販売を予定しています。
写真撮影のためのご来場も大歓迎！

8 18
日

9 7
土

 8：00
スタート

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）
メール：tega_tora_0827@yahoo.co.jp
※事務局へのお問い合わせはメールにてお願い致します。

第14回 手賀沼トライアスロン手賀沼トライアスロン

手賀沼トライアスロンはスイム1.5km・バイク40km・ラン10km・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や、日々練習を
重ねた参加者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」ですが、一般交通
の妨げにならないようお気をつけください。

を見に行こう！を見に行こう！

※環境・天候により内容の変更・中止を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

所

問
アビイクオーレ（JR我孫子駅南口徒歩約2分イトーヨーカドー内）
Tel.04-7185-1915（10：00 ～17：00、土日休み）

子育てを頑張っているママと家族がみんなで楽しめるイベントが盛りだくさん。
ホールイベントではパパと子の「工作教室」と新企画の「科学サイエンスショー」
が登場！  企業ブースやサークル団体ブースではママとお子さんが楽しめるプロ
グラムをご提供しています。
ぜひご家族で笑顔いっぱいの一日を過ごしましょう。

ママへのごほうびフェスタ2019

今年は、パラ選手（視覚障碍者）3名がガイドとともに競技に参加します。

※詳細は
　我孫子市ホームページをご覧ください→

※一部有料参加費：無料

申込 問

星空たんけん観望会

8 22
木

19：15～20：30
（19：00 受付開始）

8 28
水
1  10：30～12：00
2  14：00～15：30

星空の見方を学ぶ講座と
星空観望会を開催！
夏ならではの星や、木星・
土星を観察します。
夏の夜空を見上げてみよう！

※雨天・曇天の場合、星空観望会は中止　プラネタリウムで番組鑑賞 
定員 : 先着 50 人 ※小学生以下は保護者同伴
費用 :100 円（中学生以下は無料）
持ち物 : 懐中電灯（赤色灯推奨）

「夏の大三角・木星・土星を探しにいこう!」 
「プラネタリウムを動かしてみよう！」 

光学式プラネタリウムの簡単な操作体験。 
日の入り～満天の星～日の出までを 一人ひとり体験します。
プラネタリウムってどういう仕組みなの？
どうやって動かしているの？　質問も大歓迎です！
※他の方が操作している間、お待ちいただく時間があります。 
対象 : 小学 1 年生～6 年生 ※小学 4 年生以下は保護者同伴
定員 : 各回先着各5人
費用 : 無料 

8 月 16 日（金）から受付開始
電話で要事前申込 
※8 月 21 日（水）まで

8 月 16 日（金）から受付開始
電話で要事前申込 
※8 月 27 日 ( 火 )まで 

夏だ！まつりだ！

布佐駅布佐南小

手賀沼ふれあいライン

布佐市民の森

宮の森公園

旧井上家住宅

夏休みの最後を彩るあびこカッパまつり！！河童音頭大行進は、優美な竹

灯籠で演出された駅前通りを踊り歩きます。活気あふれる出店は今年も

健在。食べすぎ、飲みすぎにご注意を！

アビシルベステージでは、バンドを中心とした熱いパフォーマンスに加

え、夜はアコースティックタイムが楽しめます。駅前通りステージでは、

ダンスを中心に、吹奏楽、チア、書道パフォーマンス。夜のステージは、

今年はどんな演出になるのか楽しみ～！

公式ホームページ
https://www.abikokappa.website/

同日開催

今年の市民まつりは、カッパまつりと同日開催！！ ２つの祭りの美味

しいトコロをギュギュッと濃縮しちゃいます。

ステージの中心はアビシルベ。目玉は、なんと言ってもビンゴ大会！！

カラーテレビや自転車など、地元商業者の太っ腹具合を確かめよう！

ビンゴカード（300 円）のご購入は、午前 10 時から、けやきプラ

ザ前広場にて。

※写真は昨年のものです



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　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

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　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

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

鳥の博物館

杉村楚人冠記念館

アビプレ77号（2019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

CHIBA

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.77（2019 年 8月 10 日発行）Vol.77（2019 年 8月 10 日発行）

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

＝

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 開館時間／9:00～18:00
休   館   日／年末年始（12/29～1/3）のみ休   館   日／年末年始（12/29～1/3）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

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

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！

8／20（火）～ 30（金）
あびこカッパまつりPR展

＊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。）

テーマトーク

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）

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

白樺の調べ 〜柳 宗悦〜

8／16（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

8／17（土）13：30～14：30
8／18（日）10：00～11：00
子ども書道教室（対象：小学生　要予約）

LIVE !

8／18（日）11：00～16：00
ライブ・オン・アビシルベ LIVE !

・夏だ！まつりだ！我孫子市内おまつり情報！
　柴青睦～天王台ふれあい夏祭り・天王台地区市民まつり& 盆踊り
　第１２回あびこカッパまつり・我孫子地区市民まつり
・旧井上家住宅の風鈴
・ひまわりイベント
・第１４回手賀沼トライアスロンを見に行こう！
・ママへのごほうびフェスタ２０１９
・水の館プラネタリウムイベント情報
・我孫子市３館イベント情報
　（鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館）

7月9日（火）～10月6日（日）

「世界からみた日本の鳥」第８4回企画展

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

7月13日（土）～11月24日（日）

時間：13：30 ～14：15（開場13：15）
会場：鳥の博物館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）

9／1（日）11：00～12（木）17：00
我孫子市書道連盟展

名前の通りまだ若い竹を表す
色です。
春には筍だったものが、ぐん
ぐん伸びて若竹に成長します。
夏は特に緑が鮮やかになる季
節。我孫子市内、滝前不動
や旧村川別荘の竹林で若竹の
新鮮な緑に触れてみてはいか
がでしょうか。

今月の色
【若竹色】

てがたん 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。

「虫を狙う生きものたち」

「鳥類標本の作り方
　　　　―いろんな標本を作ってみよう―」

9 14
土

810
土

「嘉納治五郎と手賀沼
～幻の東京オリンピックをめぐって～」

日本の鳥は世界の鳥と比べて、どんな特徴があるのでしょうか？
日本では普通種でも、世界的には日本の周りにしか分布していない鳥も
います。海外から訪れる皆さんに紹介したい、日本らしい鳥を展示します。

時間：10：00 ～12：00
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

時間：14：00～15：00
参加費：無料（ただし入館料がかかります）
定員なし（予約不要）

時間：14：00～15：30（途中休憩あり）
場所：白樺文学館1階ピアノサロン

志賀直哉「稲村雑談」に
あやかり、同名の学芸員に
よる展示解説です。

講師：岩見恭子さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）

8 25
日

アビシルベ月間予定

あびこカッパまつり

旧井上家住宅の風鈴 ひまわりイベント

手賀沼トライアスロン

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！

企画展

8月13日、9月17日、24日は休館となります。
お気を付け下さい。

我孫子の先人嘉納治五郎は、
1940年東京五輪誘致を成功さ
せた立役者でした。
その嘉納を頼りに、手賀沼を
漕艇会場にしようと動いた
人々、そんな我孫子の歴史を
掘り起こします。
戦争のために幻と消えたオリン
ピックをめぐる手賀沼の物語。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をお楽しみいただきます。
今月は柳宗悦の文章（「新しき美の基準」ほか）を
朗読とピアノのコラボレーションでお送りします。

　学芸員ギャラリートーク
「稲村雑談―白樺派と我孫子―」
　学芸員ギャラリートーク

「稲村雑談―白樺派と我孫子―」

今月のアビストde Night ★
816
金

クモやカマキリ、トンボ、キリギリスなど昆虫を食べる動物を観察し、
生きもの同士のつながりを考えてみましょう。

鳥類の標本といっても剥製標本だけではなく、骨格や卵などいろいろな標本があります。
ぬいぐるみをつかって剥製標本がどのように作られるのか説明し、実際に卵標本の製作も行う
予定です。また、標本がどんな研究に役立つのかについても紹介します。

※９月のテーマトークはありません。

ヤマドリ

★ふみしるべ（白樺文学館情報）
★沼っちゃお♡　★あびこカッパまつり
★ナツウタLive（三令）
★あびこdeあしまかせ（手賀沼）
★あびこラーメン紀行

※写真は昨年のものです

8 17
土


