
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！

7／2（火）～ 7／15（月 祝）
カヌーにふれてみよう！

7／20（土）・ 21（日）
子ども書道教室（要予約）

7／22（月）13：00～ 8／1（木）15：00まで
Lotus flower~蓮の花に魅せられて~

＊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 〜武者小路実篤〜

7／19（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆ LIVE !

7／28（日）
手賀沼でカヌーを楽しもう！（要予約）
8／3（土）
手賀沼花火大会2019

7／21（日）
ライブ・オン・アビシルベ LIVE !

・手賀沼花火大会 2019
・我孫子らーめん紀行（泰山逸品・麺や たけまさ）
・新しくなった手賀沼親水広場「じゃぶじゃぶ池」で遊ぼう！
・市内の蓮が見頃です（根戸の蓮・蓮見舟と角松ランチ）
・ひまわり迷路とクイズに挑戦！
・八坂神社祭礼
・水の館プラネタリウム新番組
・旧村川別荘「カメラからのぞいた風景」
・3館イベント情報
　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

・手賀沼花火大会 2019
・我孫子らーめん紀行（泰山逸品・麺や たけまさ）
・新しくなった手賀沼親水広場「じゃぶじゃぶ池」で遊ぼう！
・市内の蓮が見頃です（根戸の蓮・蓮見舟と角松ランチ）
・ひまわり迷路とクイズに挑戦！
・八坂神社祭礼
・水の館プラネタリウム新番組
・旧村川別荘「カメラからのぞいた風景」
・3館イベント情報
　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

7月9日（火）～10月6日（日）

7月20日（土）～9月1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）

8／4（日）12：00～8／10（土）17：00まで
第61回我孫子市岡発戸、都部の谷津
　ー風景とチョウの写真展ー

夏の日差しを浴びて大きな花を咲
かせる向日葵。
青い空に鮮やかな黄色がよく映え
ます。
手賀沼ふれあいライン沿いの畑で
は毎年、向日葵を育てています。
たくさんの向日葵が揃って咲く様
は圧巻！夏のお出かけにおススメ
です。

今月の色
【向日葵色】

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。

「てがたんしりとり」

「渡り鳥のふしぎ：春と秋で違うルートを
　　　　　使う種類がいるのはなぜ？」

7 13
土

7 20
土

715
月・祝

「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：不要チームに分かれて、てがたん

コースでみつけた生き物の名前でしりとりに挑戦します。
偶然からはじまる発見を楽しみましょう。

「外来種ってどんな生きもの」8 10
土

手賀沼の水辺の生きものを採集して、もともと手賀沼
にいなかった生きものが、環境にどのような影響を与
えるのか学んでみましょう。

渡り鳥の中には、繁殖地と越冬地を同じルートで往復せずに、明らかに異なるルートで行き来する
種類がいることがわかってきました。春と秋で異なるルートをとる鳥たちはなぜそうしているのか、
国内外で報告された研究結果から検討します。

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：仲村昇さん（（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員）

「鳥類標本の作り方―いろんな標本を作ってみよう―」8 17
土 鳥類の標本といっても剥製標本だけではなく、骨格や卵など色々な標本が

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。

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）

7 28
日

アビシルベ月間予定
泰山逸品 麺や たけまさ

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！

蓮

ひまわり迷路水の館プラネタリウム手賀沼花火大会

期　間：8月3日（土）～ 9月1日（日）の土・日・祝
時　間：13：30 から１時間程度（13：25開場）
場　所：鳥の博物館２階多目的ホール
対　象：小学生以上（小学生未満は保護者同伴で参加可）
参加費：無料（高校生以上は入館料がかかります）
定　員：先着30 名（材料が無くなり次第受付終了）

企画展

7月16日、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。
今月は武者小路実篤の作品（「ロダンの彫刻の来た事について」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。

会場：鳥の博物館１階エントランスホール

昨年の市内小中学生の夏休みの自由研究の中から、
鳥をテーマにした科学作品を館内で展示します。

鳥の科学作品展

　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―」

鳥の博物館夏休みイベント
夏の遊びと研究大集合2019
鳥の博物館では、夏休み期間中に工作・観察イベ
ントを開催します。自由研究のヒントになるような
イベントが盛りだくさんです。

　　開催日 　　　タイトル
８月３日（土） 化石発掘体験！
８月４日（日） ダチョウの全身骨格を組み立てよう！
８月10日（土） ブーブーカモ笛
８月11日（日） メダカでアクアリウム
８月12日（月・休） ゴーストミミズク
８月17日（土） 最強の動物クマムシを探せ！
８月18日（日） ブーブーカモ笛
８月24日（土） ふくろうホバークラフト
８月25日（日） ゴーストミミズク
８月31日（土） ダチョウの全身骨格を組み立てよう！
９月１日（日） くるくる鳥コプター

アビシルベ
開館時間延長

★手賀沼花火大会を●倍楽しむ方法
★らーめん紀行 ～アロハファーム～
★とりしるべ、れきしるべ、
　ふみしるべ、沼ッチャオ♥、他

今月のアビストde Night ★
719
金

八坂神社祭礼
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我孫子らーめん紀行 第12弾！

泰山逸品

問

所 営千葉県我孫子市柴崎台1-10-8
（JR 天王台駅北口徒歩１分）
Tel.04-7128-6115 駐 駐車場なし 駐 5台可 禁煙

JR 天王台駅北口に昨年 7 月にオープンした中華料理店。
個室やお座敷もある広い店内はいつも賑わっています。
今回はお店のイチオシ「麻辣刀削麺 860 円（税別）」をご紹介！ 山椒の痺れる辛
さ “麻味” と、ピリピリした唐辛子の辛さ “辣味” がたまらない一品です。辛さの
中にもうま味を感じるスープが、モチモチ触感の刀削麺によく合います。辛さの調
節もできるので、より辛くしたい方や、辛いものが苦手な方はお申し出ください。
その他にも 100 種類以上のメニューがあり、辛い麻辣刀削麺と一緒に食べるなら
優しい味の「海老マヨネーズ780円（税別）」がおススメ。少し甘めのマヨネーズソー
スが癖になります。

我孫子らーめん紀行 第13弾！

赤坂の名店の味を忠実に再現した担々麺にはファンが多数！
「特製担々麺1,050円（税込）」には味玉・チャーシュー・海苔などがトッ
ピングされ、食べ応え満点！ 中太縮れ麺と、ゴマの香りとコクが豊か
なスープのバランスが絶妙です。常連さんはライスを注文し、肉味噌
部分をのせて食べるとか…。自分なりの食べ方を模索するのも楽しそ
うです。
もう少し何か食べたい！そんな時には本場台湾から仕入れている「小
籠包（３コ）350円（税込）」がおすすめ。溢れ出る肉汁がたまりません！

麺や たけまさ

平日11：00 ～15：00
　　17：00 ～24：00（23：30L.O）
土日祝11：00 ～24：00（23：30L.O）

問所 千葉県我孫子市泉17-37 Tel.04-7183-0633 休

営

金曜夜

昼11：00 ～14：30／夜 17：00 ～21：00

8 3
土

手賀沼花火大会 2019
19：00 ～20：00
（打上開始は19：10～）
※荒天中止

　　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

問

観覧会場：
【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）
【柏第1会場】手賀沼ふれあい自然緑道：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】手賀沼ふれあい自然緑道：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）

打上会場：手賀沼湖上
打上予定数：約13,500 発

我孫子市・柏市の夏の夜空の風物詩となっている手賀沼花火大会。
昨年「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」に選定され、
今年も多くの市民の皆さまの声を受けて開催します。
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。
※チケットなど詳しい内容に関しては我孫子市ホームページをご覧ください。

交通規制：当日、会場周辺で１８時から２１時（我孫子会場は一部２１時３０分）まで、交通規制
が予定されています。交通規制区域外も激しく渋滞しますので、車でのご来場はご遠慮ください。
(1) 当日午前８時以降のテレホンガイド０１８０－９９１－１５５をご利用ください。
(2)場所取りに関しては、公園内・緑道脇の芝上等に直接スプレーやペンキ等でマーキングすること、
勝手に草木を伐採する行為等はお止めください。

(3) 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ください。
(4) 会場内での火気使用は禁止します。
(5) 各会場ともゴミ箱は設置しておりませんので、ゴミは必ずお持ち帰りください。
(6) 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
ておりますので、無許可で飛ばすことはお止めください。

(7)当日の手賀沼への船舶等の乗入れは禁止します。

麻辣刀削麺 海老マヨネーズ麻辣刀削麺 海老マヨネーズ 特製担々麺特製担々麺 小籠包小籠包

新しくなった手賀沼親水広場「じゃぶじゃぶ池」で遊ぼう！新しくなった手賀沼親水広場「じゃぶじゃぶ池」で遊ぼう！

・お子様の安全確保のため、必ず大人の方が付き添って目を離さないようにしてください。
・滑りやすいので、転ばないようにご注意ください。また、水の事故に十分注意してください。
・プールではありませんので、泳いだり、顔をつけたりすることはお控えください。
・衛生上の観点から、おむつを着用しての利用はご遠慮いただいております
　（水遊び用のおむつを含みます）。ご理解、ご協力をお願いいたします。
・犬や猫など、ペットを池に入れないでください。
・上記の時間以外の利用はご遠慮ください。
・ゴミ箱はありませんので、お持ち帰りください。

利
用
上
の
注
意

水をきれいな状態に保てるよう、浄化装置を新しくし、小さなお子さまも安全・安心に遊ぶこと
ができるようになりました。
さらに、樹木を切り開いて見通しを良くし、池の周囲で過ごしやすいよう、舗装路やベンチ、パ
ラソルを設置し、保護者の方が見守りやすいようになっています。
夏休み期間は、かき氷やフランクフルトなどの移動販売が出店する予定もあり！

水遊びができる期間および時間：７月２０日（土）～１０月１４日（月・祝）　
９時３０分～１６時３０分　　　　※塩素消毒などを実施する期間です。

市内の蓮が見頃です。市内の蓮が見頃です。根戸の蓮根戸の蓮 蓮見舟と角松ランチ蓮見舟と角松ランチ根戸の蓮根戸の蓮

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 3-4-25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。

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

※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。
※8/3（土）・4（日）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）

所

所

問

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。

7/25（木）～8/25（日）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。
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：5,200円（税・サービス・乗船料込）
※乗船料1,200円、食事代4,000円を各所にてお支払いいただきます。

JR 我孫子駅南口
13日は大神輿が山車を引き連れ街を練り歩きます。
13日は夕方頃から、14日は昼頃から屋台が立ち並びます。

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（手賀沼ふれあいライン沿い）

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25日（木）～28日（日）

7 13
14
土
日

Tel.090-5534-1127（廣瀬さん）

我孫子八坂神社周辺
（JR 我孫子駅南口徒歩2分）

八坂神社祭礼

※当日、祭礼に伴う交通規制が行われます。
　詳しくは我孫子市ホームページをご覧ください。所

問

所

旧村川別荘 新館  千葉県我孫子市寿2-27-9所
月曜日（祝日の場合翌平日）休
我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課Tel.04-7185-1583問

問

10：00～16：00　※雨天順延

毎年恒例の人気イベント！
背の高いひまわりの迷路を
巡りながら、クイズを探して
ゴールを目指そう！
ゴール到達者にはプレゼントも！？

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 7/13（土）から新番組がスタートします！
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

テーマ番組「天の川をめぐる・・・」 星空解説
「今夜、なにがみえるかな（2019 夏～秋）」

テーマ番組「天の川をめぐる・・・」 星空解説
「今夜、なにがみえるかな（2019 夏～秋）」

※各回 約 20 分・費用100 円（中学生以下無料）・定員 50 名　上映1時間前から3F 事務室券売機にてチケット販売

夏休み期間中は平日も1日2回一般上映します。
期間：7月22日（月）～8月30日（金）
※毎週水曜日定休
平日14：00星空解説／15：00 テーマ番組

天の川という言葉に、人は満天の空を想像し雄
大な自然の姿を感じます。天の川は何でできて
いるのでしょう。たくさんの星？天の川について
語られてきたことや、最新の天文学で見えてきた
天の川や銀河の様子を紹介します。

夏の大三角（デネブ・アルタイル・ベガ）をはじめ、
夏から秋にかけて手賀沼周辺で観られる星空を解説
します。 

旧村川別荘「カメラからのぞいた風景」

展示している写真は村川堅固の次男、村川正二によっ
て戦前に撮影された日常のワンシーンです。当時、写
真機は高価なもので、記念写真として撮影されること
が多く、今回の展示のように風景や街並みなどを撮影
することはまれでした。今も残る昭和モダンの世界を
ぜひご覧ください。

開催中～10/25（金）　9：00 ～16：00

手賀沼ファーム
駐車場

至 我孫子駅

手 賀 沼
アビスタ

根戸城址

根戸の蓮

手賀沼ファーム
駐車場

至 我孫子駅

手 賀 沼
アビスタ

根戸城址

ひまわり迷路
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我孫子らーめん紀行 第12弾！

泰山逸品

問

所 営千葉県我孫子市柴崎台1-10-8
（JR 天王台駅北口徒歩１分）
Tel.04-7128-6115 駐 駐車場なし 駐 5台可 禁煙

JR 天王台駅北口に昨年 7 月にオープンした中華料理店。
個室やお座敷もある広い店内はいつも賑わっています。
今回はお店のイチオシ「麻辣刀削麺 860 円（税別）」をご紹介！ 山椒の痺れる辛
さ “麻味” と、ピリピリした唐辛子の辛さ “辣味” がたまらない一品です。辛さの
中にもうま味を感じるスープが、モチモチ触感の刀削麺によく合います。辛さの調
節もできるので、より辛くしたい方や、辛いものが苦手な方はお申し出ください。
その他にも 100 種類以上のメニューがあり、辛い麻辣刀削麺と一緒に食べるなら
優しい味の「海老マヨネーズ780円（税別）」がおススメ。少し甘めのマヨネーズソー
スが癖になります。

我孫子らーめん紀行 第13弾！

赤坂の名店の味を忠実に再現した担々麺にはファンが多数！
「特製担々麺1,050円（税込）」には味玉・チャーシュー・海苔などがトッ
ピングされ、食べ応え満点！ 中太縮れ麺と、ゴマの香りとコクが豊か
なスープのバランスが絶妙です。常連さんはライスを注文し、肉味噌
部分をのせて食べるとか…。自分なりの食べ方を模索するのも楽しそ
うです。
もう少し何か食べたい！そんな時には本場台湾から仕入れている「小
籠包（３コ）350円（税込）」がおすすめ。溢れ出る肉汁がたまりません！

麺や たけまさ

平日11：00 ～15：00
　　17：00 ～24：00（23：30L.O）
土日祝11：00 ～24：00（23：30L.O）

問所 千葉県我孫子市泉17-37 Tel.04-7183-0633 休

営

金曜夜

昼11：00 ～14：30／夜 17：00 ～21：00

8 3
土

手賀沼花火大会 2019
19：00 ～20：00
（打上開始は19：10～）
※荒天中止

　　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

問

観覧会場：
【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）
【柏第1会場】手賀沼ふれあい自然緑道：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】手賀沼ふれあい自然緑道：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）

打上会場：手賀沼湖上
打上予定数：約13,500 発

我孫子市・柏市の夏の夜空の風物詩となっている手賀沼花火大会。
昨年「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」に選定され、
今年も多くの市民の皆さまの声を受けて開催します。
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。
※チケットなど詳しい内容に関しては我孫子市ホームページをご覧ください。

交通規制：当日、会場周辺で１８時から２１時（我孫子会場は一部２１時３０分）まで、交通規制
が予定されています。交通規制区域外も激しく渋滞しますので、車でのご来場はご遠慮ください。
(1) 当日午前８時以降のテレホンガイド０１８０－９９１－１５５をご利用ください。
(2)場所取りに関しては、公園内・緑道脇の芝上等に直接スプレーやペンキ等でマーキングすること、
勝手に草木を伐採する行為等はお止めください。

(3) 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ください。
(4) 会場内での火気使用は禁止します。
(5) 各会場ともゴミ箱は設置しておりませんので、ゴミは必ずお持ち帰りください。
(6) 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
ておりますので、無許可で飛ばすことはお止めください。

(7)当日の手賀沼への船舶等の乗入れは禁止します。

麻辣刀削麺 海老マヨネーズ麻辣刀削麺 海老マヨネーズ 特製担々麺特製担々麺 小籠包小籠包

新しくなった手賀沼親水広場「じゃぶじゃぶ池」で遊ぼう！新しくなった手賀沼親水広場「じゃぶじゃぶ池」で遊ぼう！

・お子様の安全確保のため、必ず大人の方が付き添って目を離さないようにしてください。
・滑りやすいので、転ばないようにご注意ください。また、水の事故に十分注意してください。
・プールではありませんので、泳いだり、顔をつけたりすることはお控えください。
・衛生上の観点から、おむつを着用しての利用はご遠慮いただいております
　（水遊び用のおむつを含みます）。ご理解、ご協力をお願いいたします。
・犬や猫など、ペットを池に入れないでください。
・上記の時間以外の利用はご遠慮ください。
・ゴミ箱はありませんので、お持ち帰りください。

利
用
上
の
注
意

水をきれいな状態に保てるよう、浄化装置を新しくし、小さなお子さまも安全・安心に遊ぶこと
ができるようになりました。
さらに、樹木を切り開いて見通しを良くし、池の周囲で過ごしやすいよう、舗装路やベンチ、パ
ラソルを設置し、保護者の方が見守りやすいようになっています。
夏休み期間は、かき氷やフランクフルトなどの移動販売が出店する予定もあり！

水遊びができる期間および時間：７月２０日（土）～１０月１４日（月・祝）　
９時３０分～１６時３０分　　　　※塩素消毒などを実施する期間です。

市内の蓮が見頃です。市内の蓮が見頃です。根戸の蓮根戸の蓮 蓮見舟と角松ランチ蓮見舟と角松ランチ根戸の蓮根戸の蓮

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 3-4-25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。

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

※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。
※8/3（土）・4（日）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）

所

所

問

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。

7/25（木）～8/25（日）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。
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：5,200円（税・サービス・乗船料込）
※乗船料1,200円、食事代4,000円を各所にてお支払いいただきます。

JR 我孫子駅南口
13日は大神輿が山車を引き連れ街を練り歩きます。
13日は夕方頃から、14日は昼頃から屋台が立ち並びます。

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（手賀沼ふれあいライン沿い）

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25日（木）～28日（日）

7 13
14
土
日

Tel.090-5534-1127（廣瀬さん）

我孫子八坂神社周辺
（JR 我孫子駅南口徒歩2分）

八坂神社祭礼

※当日、祭礼に伴う交通規制が行われます。
　詳しくは我孫子市ホームページをご覧ください。所

問

所

旧村川別荘 新館  千葉県我孫子市寿2-27-9所
月曜日（祝日の場合翌平日）休
我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課Tel.04-7185-1583問

問

10：00～16：00　※雨天順延

毎年恒例の人気イベント！
背の高いひまわりの迷路を
巡りながら、クイズを探して
ゴールを目指そう！
ゴール到達者にはプレゼントも！？

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 7/13（土）から新番組がスタートします！
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

テーマ番組「天の川をめぐる・・・」 星空解説
「今夜、なにがみえるかな（2019 夏～秋）」

テーマ番組「天の川をめぐる・・・」 星空解説
「今夜、なにがみえるかな（2019 夏～秋）」

※各回 約 20 分・費用100 円（中学生以下無料）・定員 50 名　上映1時間前から3F 事務室券売機にてチケット販売

夏休み期間中は平日も1日2回一般上映します。
期間：7月22日（月）～8月30日（金）
※毎週水曜日定休
平日14：00星空解説／15：00 テーマ番組

天の川という言葉に、人は満天の空を想像し雄
大な自然の姿を感じます。天の川は何でできて
いるのでしょう。たくさんの星？天の川について
語られてきたことや、最新の天文学で見えてきた
天の川や銀河の様子を紹介します。

夏の大三角（デネブ・アルタイル・ベガ）をはじめ、
夏から秋にかけて手賀沼周辺で観られる星空を解説
します。 

旧村川別荘「カメラからのぞいた風景」

展示している写真は村川堅固の次男、村川正二によっ
て戦前に撮影された日常のワンシーンです。当時、写
真機は高価なもので、記念写真として撮影されること
が多く、今回の展示のように風景や街並みなどを撮影
することはまれでした。今も残る昭和モダンの世界を
ぜひご覧ください。

開催中～10/25（金）　9：00 ～16：00
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駐車場
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根戸の蓮
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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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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！

7／2（火）～ 7／15（月 祝）
カヌーにふれてみよう！

7／20（土）・ 21（日）
子ども書道教室（要予約）

7／22（月）13：00～ 8／1（木）15：00まで
Lotus flower~蓮の花に魅せられて~

＊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 〜武者小路実篤〜

7／19（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆ LIVE !

7／28（日）
手賀沼でカヌーを楽しもう！（要予約）
8／3（土）
手賀沼花火大会2019

7／21（日）
ライブ・オン・アビシルベ LIVE !

・手賀沼花火大会 2019
・我孫子らーめん紀行（泰山逸品・麺や たけまさ）
・新しくなった手賀沼親水広場「じゃぶじゃぶ池」で遊ぼう！
・市内の蓮が見頃です（根戸の蓮・蓮見舟と角松ランチ）
・ひまわり迷路とクイズに挑戦！
・八坂神社祭礼
・水の館プラネタリウム新番組
・旧村川別荘「カメラからのぞいた風景」
・3館イベント情報
　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

・手賀沼花火大会 2019
・我孫子らーめん紀行（泰山逸品・麺や たけまさ）
・新しくなった手賀沼親水広場「じゃぶじゃぶ池」で遊ぼう！
・市内の蓮が見頃です（根戸の蓮・蓮見舟と角松ランチ）
・ひまわり迷路とクイズに挑戦！
・八坂神社祭礼
・水の館プラネタリウム新番組
・旧村川別荘「カメラからのぞいた風景」
・3館イベント情報
　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

7月9日（火）～10月6日（日）

7月20日（土）～9月1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）

8／4（日）12：00～8／10（土）17：00まで
第61回我孫子市岡発戸、都部の谷津
　ー風景とチョウの写真展ー

夏の日差しを浴びて大きな花を咲
かせる向日葵。
青い空に鮮やかな黄色がよく映え
ます。
手賀沼ふれあいライン沿いの畑で
は毎年、向日葵を育てています。
たくさんの向日葵が揃って咲く様
は圧巻！夏のお出かけにおススメ
です。

今月の色
【向日葵色】

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。

「てがたんしりとり」

「渡り鳥のふしぎ：春と秋で違うルートを
　　　　　使う種類がいるのはなぜ？」

7 13
土

7 20
土

715
月・祝

「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：不要チームに分かれて、てがたん

コースでみつけた生き物の名前でしりとりに挑戦します。
偶然からはじまる発見を楽しみましょう。

「外来種ってどんな生きもの」8 10
土

手賀沼の水辺の生きものを採集して、もともと手賀沼
にいなかった生きものが、環境にどのような影響を与
えるのか学んでみましょう。

渡り鳥の中には、繁殖地と越冬地を同じルートで往復せずに、明らかに異なるルートで行き来する
種類がいることがわかってきました。春と秋で異なるルートをとる鳥たちはなぜそうしているのか、
国内外で報告された研究結果から検討します。

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：仲村昇さん（（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員）

「鳥類標本の作り方―いろんな標本を作ってみよう―」8 17
土 鳥類の標本といっても剥製標本だけではなく、骨格や卵など色々な標本が

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。

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）

7 28
日

アビシルベ月間予定
泰山逸品 麺や たけまさ

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！

蓮

ひまわり迷路水の館プラネタリウム手賀沼花火大会

期　間：8月3日（土）～ 9月1日（日）の土・日・祝
時　間：13：30 から１時間程度（13：25開場）
場　所：鳥の博物館２階多目的ホール
対　象：小学生以上（小学生未満は保護者同伴で参加可）
参加費：無料（高校生以上は入館料がかかります）
定　員：先着30 名（材料が無くなり次第受付終了）

企画展

7月16日、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。
今月は武者小路実篤の作品（「ロダンの彫刻の来た事について」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。

会場：鳥の博物館１階エントランスホール

昨年の市内小中学生の夏休みの自由研究の中から、
鳥をテーマにした科学作品を館内で展示します。

鳥の科学作品展

　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―」

鳥の博物館夏休みイベント
夏の遊びと研究大集合2019
鳥の博物館では、夏休み期間中に工作・観察イベ
ントを開催します。自由研究のヒントになるような
イベントが盛りだくさんです。

　　開催日 　　　タイトル
８月３日（土） 化石発掘体験！
８月４日（日） ダチョウの全身骨格を組み立てよう！
８月10日（土） ブーブーカモ笛
８月11日（日） メダカでアクアリウム
８月12日（月・休） ゴーストミミズク
８月17日（土） 最強の動物クマムシを探せ！
８月18日（日） ブーブーカモ笛
８月24日（土） ふくろうホバークラフト
８月25日（日） ゴーストミミズク
８月31日（土） ダチョウの全身骨格を組み立てよう！
９月１日（日） くるくる鳥コプター

アビシルベ
開館時間延長

★手賀沼花火大会を●倍楽しむ方法
★らーめん紀行 ～アロハファーム～
★とりしるべ、れきしるべ、
　ふみしるべ、沼ッチャオ♥、他

今月のアビストde Night ★
719
金

八坂神社祭礼


