
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

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

杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　休館 月曜日
（4月 29日、5月 6日除く）、5月 7日、5月 8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

鳥の博物館
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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

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

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！

4／19（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

4／10（水）13：00～ 17（水）12：00まで
第32回我孫子市美術家協会 PR展

420
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。）

テーマトーク

「てがたん展」
第８3回企画展

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

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）

14：00～15：30
（途中休憩あり）

4 14
日

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

—第9回̶

白樺の調べ

「和解」を読む

LIVE !

・パティスリー メヌエット
・Enjoy 手賀沼！2019
・第34回布佐新緑まつり
・水の館　プラネタリウム新番組
・あびマルシェ「パステル曼荼羅アート 体験会」
・我孫子市3館イベント情報
・アビシルベ開館時間変更のお知らせ

カルピス創業者　三島海雲▶
（三島海雲記念財団提供）　

企画展
「三島海雲と杉村楚人冠　　　　　
　　　　～カルピスと友情の物語」

開催中～5月12日（日）

4月27日（土）～5月6日（月）

開催中～6月16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）

4／20（土）10：00～16：00
パステル曼荼羅アート 体験会

パティスリー
メヌエット

布佐新緑まつり 水の館プラネタリウム パステル曼荼羅アート

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）

平安時代から女性に人気があった
藤色。我孫子市の藤の花は例年
4 月末～ 5 月の頭にかけて見ごろ
を迎えます。アビスタ前の歩道や
水生植物園、滝前不動で藤棚を
見ることができます。

今月の色
【京藤】

◆アビシルベ開館時間
　　　　　　変更のお知らせ◆
4 月よりアビシルベの開館時間が

変わります。
金曜日・土曜日も 18：00 までの開館
となりますので、ご利用の際はお気を

付け下さい。
また、年末年始（12/29 ～ 1/3 まで）を休館
とさせていただきます。皆さまのご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。

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。
新年度よりパワーアップして朗読
とピアノの共演による新しい朗読
のスタイルでお送りします。

＜大型連休特別企画＞

文豪とアルケミストよりキャラクターパネル
「志賀直哉・武者小路実篤・有島武郎」展示

若い女性を中心に人気のオンラインゲーム「文豪とアルケミスト」から
白樺派の文豪 3 名のキャラクターパネルをGW中のみ特別展示します。
（協力：DMM GAMES）
また小林多喜二宛志賀直哉書簡（複製）、志賀直哉宛有島武郎書簡（全
集未収録書簡）なども特別展示いたします。

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。
ゴールデンウィーク中は、特別展示に合わ
せ連日開催します。ピアノ、朗読も聴ける
かも！？ 乞うご期待！

学芸員ギャラリートーク「稲村雑談―白樺派と我孫子―」
①10時～11時
②14時～15時　
定員：なし
（予約不要、大人数の場合
立ち見の可能性があります。）
参加費：無料
（ただし入館料がかかります）

今年の七夕に発売 100 周年を
迎えるカルピス。その開発者三
島海雲が生涯の師と慕ったの
が杉村楚人冠でした。この二人
を中心にカルピス草創期を支え
た友人関係を紹介します。

5月14日（火）～17日（金）は
臨時休館となります。

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す。毎月第二土曜日に開催しています。

4 13
土

「鳥のプロポーズ」

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

春は鳥たちの繁殖の季節。キジやオオヨシキリなど、
てがたんコースで繁殖する鳥たちのさえずりや求愛
ディスプレイなどを観察します。

「音」も自然景観の一部です。我孫子の身近な自然や
風景が、どんな音によって彩られているのか、観察し
てみましょう。

5 11
土5 6

月祝

5 5
日

「あびこの自然の『音風景』」

講師：千田万里子さん
（（公財）山階鳥類研究所保全研究室専門員）

長距離の渡りをするシギやチドリの仲間は、渡りの中継地である湿地が減少したことで、生息数を減らして
います。彼らの渡りについて理解し、保全に役立てるために、フラッグをつける調査が世界中で行われてい
ます。一般の方から寄せられた貴重な観察報告を中心に、窓口担当者の奮闘ぶりをご紹介します。

下記のイベントは詳細が決まり次第、
鳥の博物館ホームページに掲載いたします。

「フラッグ付きシギ・チドリの観察記録
　　　 ～窓口担当者のよもやま話～」

あびこ自然観察隊①
「シギ・チドリ観察会」

鳥凧教室

えんじょい てがぬまえんじょい てがぬま

文豪とアルケミストよりキャラクターパネル
「志賀直哉・武者小路実篤・有島武郎」展示
　　　　　　　　　　　　（白樺文学館）

20192019
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我孫子市役所

「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

市民体育館

湖北地区公民館

北柏ふるさと公園 アビスタ

五本松公園

●は本紙に情報掲載のある場所です

利根川ゆうゆう公園

子の神大黒天
我孫子
ゴルフ倶楽部

湖北台店
所：千葉県我孫子市湖北台1-18-3
℡：04-7188-5543
営：9：00 ～19：00
休：元日以外無休

開店から28 年の洋菓子店。
「愛される商品」を目指し、季節の素材を使った生菓子や、ヨーロッパの伝統的な
焼き菓子などを取りそろえています。
地元住民はもちろん、市外・県外から買いに来るお客さんも多数！
色とりどりのお菓子が並ぶ店内はいつも賑わっています。

パティスリー メヌエット

※価格は全て税抜です。

こだわりが詰まったチョコレートは店頭でお買い求めいただけます。
また、季節ごとに店頭に並ぶお菓子が変わりますので、
ぜひ 2度 3度と足を運んでみてはいかがでしょうか？

我孫子店
所：千葉県我孫子市我孫子 4-1-7パークヒルズ我孫子
℡：04-7183-1122
営：10：00 ～19：00
休：元日以外無休（臨時休業有。詳しくは店舗までお問い合わせください。）

◆「フルール・ド・ショコラ・フランボワーズ」
　　（6 枚入り960 円・10 枚入り1,600 円）

今話題の「ルビーチョコレート」を使用。
ルビーチョコレートならではのフルーティーで
優しい香りと味わいを生かしつつ、
フランボワーズを加えることで…まさに
「フルール（花）」のような広がりのある
チョコレートになっています。
　　　　　　　　こちらも冷蔵庫で冷やすと
　　　　　　　　より美味しくお召し上がり
　　　　　　　　いただけます。

そんな、メヌエットおすすめの
一品はチョコレート。
今回は２種類のチョコレートを
ご紹介します。

◆「千葉の酒　酒ジュレショコラ」（6 枚入り960 円・10 枚入り1,600 円・20 枚入り2,900 円）

名前の通り千葉県内で製造されている日本酒を使用。２年間試行錯誤を重ね、
今年から販売を開始しました。
香りや酸味、味わいがそれぞれに異なる日本酒ジュレと、
チョコレートが溶け合う奥深い大人の逸品です。
お味は全10 種、すべてを楽しむには20 枚入りがおすすめ。
　　　　　　　　　　　ぜひ、冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。
　　　　　　　　　　　蛇の目ぐい呑をイメージしたお洒落なパッケージも魅力的、
　　　　　　　　　　　贈り物にもぴったりです。

布佐商工会が中心となり、地元住民・消費者の皆様とともに、
今年も「新緑まつり」を開催します！　今年で34 回目！
地域の皆さんとコミュニケーションを深め、楽しい1日を過ごしましょう！

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 
※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

20192019

えんじょい てがぬまえんじょい てがぬま

おまつりスタンプラリーおまつりスタンプラリー第34回布佐新緑まつり第34回布佐新緑まつり

所 JR 成田線布佐駅東口大通り
問 Tel.090-1508-4620（松島さん）

所 問 アビシルベ Tel.04-7100-0014

問 我孫子市 手賀沼課
 Tel.04-7185-1111（内 26-467）
〈前日・当日〉 Tel.080-7962-5074

所 手賀沼親水広場

4 28
日

9:00～15:309:00～15:30 ※入場無料　※雨天決行（一部中止・変更あり）※入場無料　※雨天決行（一部中止・変更あり）

Enjoy 手賀沼！ は、風薫る５月の第二日曜に
一人ひとりが手賀沼とのかかわりを感じながら
楽しく一日を過ごすイベントです。

かお

詳細はWEBで http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/詳細はWEBで http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/

日
5 12

所 鳥の博物館

鳥のゴムバンドを

作ろう※当日入館無料※当日入館無料

「バードウィーク手賀沼探鳥会」
　in Enjoy 手賀沼！

「バードウィーク手賀沼探鳥会」
　in Enjoy 手賀沼！

予備日4月29日（月・祝）
10：00 ～16：00 今年も開催！旅行券など豪華賞品がもらえる

「おまつりスタンプラリー」！

対象のおまつりを巡ってスタンプを集めよう！

◯布佐新緑まつり　◯ほくほく北まつり
◯天王台ふれあい夏まつり　◯天王台地区市民まつり
◯あびこカッパまつり　◯ほくほくサンバ
◯我孫子地区市民まつり　◯我孫子市産業まつり

※各お祭りの詳細はスタンプ台紙をご覧ください。アビプレでも随時ご案内いたします。

【応募資格】対象とするおまつりのうち、２地区以上のおまつりをまわり、
３つ以上のスタンプを集めた人  ※応募は１人１回まで。

【応募方法】応募用紙に、氏名・住所・連絡先・年齢を明記して各おま
つり会場に設置される応募用ポストに投函してください。な
お、応募用紙は市役所商業観光課、アビシルベ、市内各近
隣センター、各おまつり会場で配布しています。

【期　　限】我孫子市産業まつり終了まで
【応募受付】各おまつり会場（おまつり開催時間内に限る）
【問い合わせ】商業観光課 Tel.04-7185-1111（内線 506）

対
象
の
お
ま
つ
り

水の館 プラネタリウム 新番組

◎テーマ番組「人類が月に降り立つまで  ～アポロ月面着陸 50 周年～」
1969 年 - アポロ 11 号が月面着陸に成功しました。そこに至るまでさまざま
な試練や悲劇がありました。今回は、人類の宇宙に対する挑戦の物語です。 

☆星空解説「今夜、なにがみえるかな (2019 春～夏 )」
春の大三角（アークトゥルス・スピカ・デネボラ）をはじめ、春から夏にか
けて手賀沼周辺で観られる星空を解説します。

4 月 13 日（土）から
新しい番組がスタートします！

問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館 
千葉県我孫子市高野山新田 193 / ℡ 04-7184-0555 （水の館施設利用窓口）

あびマルシェ
「パステル曼荼羅アート 体験会」
　

「パステル曼荼羅アート 体験会」

4 20
土10：00

　～16：00

「曼荼羅アートってキレイで繊細で…難しそう」
とよく言われます。でも実はテンプレートがあ
るので、誰にでも描くことができます。
美しく描くテクニックなども優しく楽しくお伝え
いたします。

曼荼羅アートは
「描く瞑想」と
言われています。
描くたびに新しい
自分を発見できる
曼荼羅アートを是非ご体験ください。
対象 ：どなたでも（幼児は保護者の方が一緒だと進めやすいです）
費用 ：1,000 円（フレーム付き）

おまつり
スタンプラリー
対象

講師：erizo

当日は、
鳥の博物館

水の館プラネタリウム
入館無料です。

カーモンベ
イビー

カーモンベ
イビー令和元年令和元年
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「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

市民体育館

湖北地区公民館

北柏ふるさと公園 アビスタ

五本松公園

●は本紙に情報掲載のある場所です

利根川ゆうゆう公園

子の神大黒天
我孫子
ゴルフ倶楽部

湖北台店
所：千葉県我孫子市湖北台1-18-3
℡：04-7188-5543
営：9：00 ～19：00
休：元日以外無休

開店から28 年の洋菓子店。
「愛される商品」を目指し、季節の素材を使った生菓子や、ヨーロッパの伝統的な
焼き菓子などを取りそろえています。
地元住民はもちろん、市外・県外から買いに来るお客さんも多数！
色とりどりのお菓子が並ぶ店内はいつも賑わっています。

パティスリー メヌエット

※価格は全て税抜です。

こだわりが詰まったチョコレートは店頭でお買い求めいただけます。
また、季節ごとに店頭に並ぶお菓子が変わりますので、
ぜひ 2度 3度と足を運んでみてはいかがでしょうか？

我孫子店
所：千葉県我孫子市我孫子 4-1-7パークヒルズ我孫子
℡：04-7183-1122
営：10：00 ～19：00
休：元日以外無休（臨時休業有。詳しくは店舗までお問い合わせください。）

◆「フルール・ド・ショコラ・フランボワーズ」
　　（6 枚入り960 円・10 枚入り1,600 円）

今話題の「ルビーチョコレート」を使用。
ルビーチョコレートならではのフルーティーで
優しい香りと味わいを生かしつつ、
フランボワーズを加えることで…まさに
「フルール（花）」のような広がりのある
チョコレートになっています。
　　　　　　　　こちらも冷蔵庫で冷やすと
　　　　　　　　より美味しくお召し上がり
　　　　　　　　いただけます。

そんな、メヌエットおすすめの
一品はチョコレート。
今回は２種類のチョコレートを
ご紹介します。

◆「千葉の酒　酒ジュレショコラ」（6 枚入り960 円・10 枚入り1,600 円・20 枚入り2,900 円）

名前の通り千葉県内で製造されている日本酒を使用。２年間試行錯誤を重ね、
今年から販売を開始しました。
香りや酸味、味わいがそれぞれに異なる日本酒ジュレと、
チョコレートが溶け合う奥深い大人の逸品です。
お味は全10 種、すべてを楽しむには20 枚入りがおすすめ。
　　　　　　　　　　　ぜひ、冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。
　　　　　　　　　　　蛇の目ぐい呑をイメージしたお洒落なパッケージも魅力的、
　　　　　　　　　　　贈り物にもぴったりです。

布佐商工会が中心となり、地元住民・消費者の皆様とともに、
今年も「新緑まつり」を開催します！　今年で34 回目！
地域の皆さんとコミュニケーションを深め、楽しい1日を過ごしましょう！

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 
※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

20192019

えんじょい てがぬまえんじょい てがぬま

おまつりスタンプラリーおまつりスタンプラリー第34回布佐新緑まつり第34回布佐新緑まつり

所 JR 成田線布佐駅東口大通り
問 Tel.090-1508-4620（松島さん）

所 問 アビシルベ Tel.04-7100-0014

問 我孫子市 手賀沼課
 Tel.04-7185-1111（内 26-467）
〈前日・当日〉 Tel.080-7962-5074

所 手賀沼親水広場

4 28
日

9:00～15:309:00～15:30 ※入場無料　※雨天決行（一部中止・変更あり）※入場無料　※雨天決行（一部中止・変更あり）

Enjoy 手賀沼！ は、風薫る５月の第二日曜に
一人ひとりが手賀沼とのかかわりを感じながら
楽しく一日を過ごすイベントです。

かお

詳細はWEBで http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/詳細はWEBで http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/

日
5 12

所 鳥の博物館

鳥のゴムバンドを

作ろう※当日入館無料※当日入館無料

「バードウィーク手賀沼探鳥会」
　in Enjoy 手賀沼！

「バードウィーク手賀沼探鳥会」
　in Enjoy 手賀沼！

予備日4月29日（月・祝）
10：00 ～16：00 今年も開催！旅行券など豪華賞品がもらえる

「おまつりスタンプラリー」！

対象のおまつりを巡ってスタンプを集めよう！

◯布佐新緑まつり　◯ほくほく北まつり
◯天王台ふれあい夏まつり　◯天王台地区市民まつり
◯あびこカッパまつり　◯ほくほくサンバ
◯我孫子地区市民まつり　◯我孫子市産業まつり

※各お祭りの詳細はスタンプ台紙をご覧ください。アビプレでも随時ご案内いたします。

【応募資格】対象とするおまつりのうち、２地区以上のおまつりをまわり、
３つ以上のスタンプを集めた人  ※応募は１人１回まで。

【応募方法】応募用紙に、氏名・住所・連絡先・年齢を明記して各おま
つり会場に設置される応募用ポストに投函してください。な
お、応募用紙は市役所商業観光課、アビシルベ、市内各近
隣センター、各おまつり会場で配布しています。

【期　　限】我孫子市産業まつり終了まで
【応募受付】各おまつり会場（おまつり開催時間内に限る）
【問い合わせ】商業観光課 Tel.04-7185-1111（内線 506）
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象
の
お
ま
つ
り

水の館 プラネタリウム 新番組

◎テーマ番組「人類が月に降り立つまで  ～アポロ月面着陸 50 周年～」
1969 年 - アポロ 11 号が月面着陸に成功しました。そこに至るまでさまざま
な試練や悲劇がありました。今回は、人類の宇宙に対する挑戦の物語です。 

☆星空解説「今夜、なにがみえるかな (2019 春～夏 )」
春の大三角（アークトゥルス・スピカ・デネボラ）をはじめ、春から夏にか
けて手賀沼周辺で観られる星空を解説します。

4 月 13 日（土）から
新しい番組がスタートします！

問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館 
千葉県我孫子市高野山新田 193 / ℡ 04-7184-0555 （水の館施設利用窓口）

あびマルシェ
「パステル曼荼羅アート 体験会」
　

「パステル曼荼羅アート 体験会」

4 20
土10：00

　～16：00

「曼荼羅アートってキレイで繊細で…難しそう」
とよく言われます。でも実はテンプレートがあ
るので、誰にでも描くことができます。
美しく描くテクニックなども優しく楽しくお伝え
いたします。

曼荼羅アートは
「描く瞑想」と
言われています。
描くたびに新しい
自分を発見できる
曼荼羅アートを是非ご体験ください。
対象 ：どなたでも（幼児は保護者の方が一緒だと進めやすいです）
費用 ：1,000 円（フレーム付き）

おまつり
スタンプラリー
対象

講師：erizo

当日は、
鳥の博物館

水の館プラネタリウム
入館無料です。

カーモンベ
イビー

カーモンベ
イビー令和元年令和元年



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

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

杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　休館 月曜日
（4月 29日、5月 6日除く）、5月 7日、5月 8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

鳥の博物館

アビプレ73号（2019年4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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Vol.73（2019 年 4月 10 日発行）Vol.73（2019 年 4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

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

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！

4／19（金）18：00～19：00
アビスト de Night☆

4／10（水）13：00～ 17（水）12：00まで
第32回我孫子市美術家協会 PR展

420
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。）

テーマトーク

「てがたん展」
第８3回企画展

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

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）

14：00～15：30
（途中休憩あり）

4 14
日

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

—第9回̶

白樺の調べ

「和解」を読む

LIVE !

・パティスリー メヌエット
・Enjoy 手賀沼！2019
・第34回布佐新緑まつり
・水の館　プラネタリウム新番組
・あびマルシェ「パステル曼荼羅アート 体験会」
・我孫子市3館イベント情報
・アビシルベ開館時間変更のお知らせ

カルピス創業者　三島海雲▶
（三島海雲記念財団提供）　

企画展
「三島海雲と杉村楚人冠　　　　　
　　　　～カルピスと友情の物語」

開催中～5月12日（日）

4月27日（土）～5月6日（月）

開催中～6月16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）

4／20（土）10：00～16：00
パステル曼荼羅アート 体験会

パティスリー
メヌエット

布佐新緑まつり 水の館プラネタリウム パステル曼荼羅アート

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）

平安時代から女性に人気があった
藤色。我孫子市の藤の花は例年
4 月末～ 5 月の頭にかけて見ごろ
を迎えます。アビスタ前の歩道や
水生植物園、滝前不動で藤棚を
見ることができます。

今月の色
【京藤】

◆アビシルベ開館時間
　　　　　　変更のお知らせ◆
4 月よりアビシルベの開館時間が

変わります。
金曜日・土曜日も 18：00 までの開館
となりますので、ご利用の際はお気を

付け下さい。
また、年末年始（12/29 ～ 1/3 まで）を休館
とさせていただきます。皆さまのご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。

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。
新年度よりパワーアップして朗読
とピアノの共演による新しい朗読
のスタイルでお送りします。

＜大型連休特別企画＞

文豪とアルケミストよりキャラクターパネル
「志賀直哉・武者小路実篤・有島武郎」展示

若い女性を中心に人気のオンラインゲーム「文豪とアルケミスト」から
白樺派の文豪 3 名のキャラクターパネルをGW中のみ特別展示します。
（協力：DMM GAMES）
また小林多喜二宛志賀直哉書簡（複製）、志賀直哉宛有島武郎書簡（全
集未収録書簡）なども特別展示いたします。

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。
ゴールデンウィーク中は、特別展示に合わ
せ連日開催します。ピアノ、朗読も聴ける
かも！？ 乞うご期待！

学芸員ギャラリートーク「稲村雑談―白樺派と我孫子―」
①10時～11時
②14時～15時　
定員：なし
（予約不要、大人数の場合
立ち見の可能性があります。）
参加費：無料
（ただし入館料がかかります）

今年の七夕に発売 100 周年を
迎えるカルピス。その開発者三
島海雲が生涯の師と慕ったの
が杉村楚人冠でした。この二人
を中心にカルピス草創期を支え
た友人関係を紹介します。

5月14日（火）～17日（金）は
臨時休館となります。

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す。毎月第二土曜日に開催しています。

4 13
土

「鳥のプロポーズ」

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

春は鳥たちの繁殖の季節。キジやオオヨシキリなど、
てがたんコースで繁殖する鳥たちのさえずりや求愛
ディスプレイなどを観察します。

「音」も自然景観の一部です。我孫子の身近な自然や
風景が、どんな音によって彩られているのか、観察し
てみましょう。

5 11
土5 6

月祝

5 5
日

「あびこの自然の『音風景』」

講師：千田万里子さん
（（公財）山階鳥類研究所保全研究室専門員）

長距離の渡りをするシギやチドリの仲間は、渡りの中継地である湿地が減少したことで、生息数を減らして
います。彼らの渡りについて理解し、保全に役立てるために、フラッグをつける調査が世界中で行われてい
ます。一般の方から寄せられた貴重な観察報告を中心に、窓口担当者の奮闘ぶりをご紹介します。

下記のイベントは詳細が決まり次第、
鳥の博物館ホームページに掲載いたします。

「フラッグ付きシギ・チドリの観察記録
　　　 ～窓口担当者のよもやま話～」

あびこ自然観察隊①
「シギ・チドリ観察会」

鳥凧教室

えんじょい てがぬまえんじょい てがぬま

文豪とアルケミストよりキャラクターパネル
「志賀直哉・武者小路実篤・有島武郎」展示
　　　　　　　　　　　　（白樺文学館）
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