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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

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

（アビシルベ）
我孫子インフォメーションセンター

（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！
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！

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

Google Play App Store

好評 配信中！

本誌で掲載の情報は9月30日現在のものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよう
お願いいたします。
市内での関連情報については、我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。

鳥の博物館杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　TEL：04-7187-1131
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

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 9:30 ～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、
　　　　70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

企画展

10月16日（土）～令和4年1月16日（日）

開催中～11月14日（日）

11/11（木）～ 11/18（木）16:00
懐かしの映画ポスター展第23回
　「山田洋次監督作品展」

11/1（月）12:00～ 11/10（水）17:00
第64回文化祭書道展PR

10/28（木）～ 11/7（日）
JBF（ジャパンバードフェスティバル）PR展

10/16（土）12:00～ 10/26（火）15:00
杉村楚人冠記念館開館10周年記念ポスター展

食パンカフェ 手賀のモリーノ（MOLINO）cotton field sugar CAFE＆SWEETS

ジャパンバードフェスティバル B.B.BASE

開催中～11月28日（日）
第 88 回企画展「鳥のチャンピオン」

高速飛行で知られる
ハヤブサ

常設テーマ「白樺派と我孫子2021（後期）」

志賀直哉書「徳不孤」
（山田家コレクションより）

志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）
熱海稲村大洞台にて 山田家提供

てがたん「てがたん in JBF」
11 6
土

11 7
日

テーマトーク

1016
土

・手賀沼沿いでパンを食べる。
　cotton field / 食パンカフェ 手賀のモリーノ（MOLINO）/ sugar CAFE＆SWEETS
・オンラインで開催！ジャパンバードフェスティバル2021～人と鳥の共存をめざして～
・新番組がスタート！水の館 プラネタリウム
・あびこコレクション
・B.B.BASEが我孫子にやってくる！
・JOBANアートライン「アートアンブレラを作ろう！」
・「我孫子遺産」を次世代へ クラウドファンディング募集中
・我孫子市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）

「ヤマシギの越冬期のくらし」
講師：小田谷嘉弥（我孫子市鳥の博物館学芸員）

13:30
　～14:15

日本でのオリンピック開催にちなみ、鳥たち
のいろいろな能力について、鳥博が “チャンピ
オン” を選びます。
彼らの能力が生きるためにどのように役立って
いるのか、またそのメカニズムについても紹
介します。

【参加方法】申込不要。10 月 1 日から鳥の博物館お
よび山階鳥類研究所ウェブサイトに動画配信サイトへ
のリンクを掲載します。
【参加費】無料　【問合せ】鳥の博物館 04-7185-2212

今年は志賀直哉没後
50年、白樺文学館開
館20年となります。
コレクション展とし
て後期は、昨年寄贈
された山田家コレク
ションを中心に紹介
します。

「我孫子遺産」を次世代へ 
  クラウドファンディング募集中

教育委員会 文化・スポーツ課
Tel.04-7185-1583（歴史文化財担当）

問

【受付】令和 4 年1月5日（水）まで

小説家、志賀直哉は名作「暗夜行路」を我孫子で執筆しました。
志賀が執筆時に使用していた書斎が、いまも手賀沼の近くに佇んでい
ます。
しかし、近年経年劣化が進
むなかで修復が必要となっ
ています。
今年は志賀直哉没後 50 年
の節目にあたる年であり、
この書斎を次世代に残すた
めに、皆さまのご支援をお
願いいたします。
詳しくは下記 QRコードから
「さとふるクラウドファンディ
ング」のサイトを
ご覧ください。

河川敷に夜間に飛来したヤマシギ

ヤマシギは、水鳥のシギの仲間なのに森林や草地にすむ、ちょっ
と変わった鳥です。秋になると越冬地の関東地方に渡ってきます
が、夜行性であるために国内におけるその生態はあまりよく知ら
れていません。越冬期を通じて行われた調査によって分かってき
た、本種の冬のくらしの一部をご紹介します。

我孫子の自然観察の魅力は、野鳥だけにとどまりません。
鳥の好きなあなたに、我孫子の自然の楽しみ方をご紹介
します。

「禅」が結んだ人びと
―釈宗演と楚人冠の周辺―

昨年新型コロナウイルス対策の臨時休館で中断した
展示が復活！
出家せずに禅の修行ができる「居士禅」を広め、海外
にまで広がる禅の普及の先駆けとなった円覚寺の釈宗演
と、楚人冠をはじめ、夏目漱石や鈴木大拙といった彼の
指導を受けた人びとの交流を描きます。

臨済宗の僧
釈宗演

杉村楚人冠記念館開館10周年
記念ポスター展

我孫子インフォメーションセンターアビシルベ
10/16（土）12:00～10/26（火）15:00
湖北地区公民館コホミン
11/1（月）10:30～11/14（日）15:30

杉村楚人冠記念館は本年 11月1日におかげさま
で10 周年を迎えます。これを記念してアビシル
ベとコホミンでポスター展を開催！ これまで開
催してきた企画展のポスターで 10 年のあゆみを
振り返ります。

記念館オープン当時のポスター

場
所
・
期
間

10/15（金）18:00
アビスト de Night☆ LIVE !
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※店舗の営業時間は新型コロナの影響で変動する可能性があります。詳しくは各店舗にお問い合わせ下さい。

手賀沼ふれあいライン

県
道
８
号
我孫子
市役所

我孫子高校
手賀沼
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開催中～
11月30日（火）

★アビシルベでの展示
　翼ウォール展示…まるで翼が生えたよう！？  映え写真を撮ろう！

JR東日本千葉支社では10月16日（土）・17日（日） に成田線開業120周年を記念し、
「B.B.BASE 手賀沼で行く ! 手賀沼・印旛沼ツインレイクサイクリング」を開催し
ます！
　＜ B.B.BASE とは？＞ B.B.BASE（BOSO BICYCLE BASE）は自転車を解体せず、
そのまま車内のサイクルラックへ搭載することが出来ます。愛車と一緒に乗車し
て、車内のサイクルラックに固定するだけ！ 簡単に愛車との旅が楽しめる便利
な車両です。
今回は、両国駅から我孫子市布佐駅まで直通で運行！
布佐駅では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」がお出迎え
＆お見送り予定です。
ご乗車の皆さまに、布佐駅から手賀沼周
辺のおすすめコースのマップを差し上げま
す。また、お帰りの際には 我孫子市ふるさ
と産品の「白樺派のカレー」と「我孫水」
をプレゼント！
この機会に愛車との快適な電車旅と手賀沼
周辺のツーリングを楽しんでみてはいかが
でしょうか？

ジャパンバードフェスティバル
2021

オンラインで開催！

11 6
土

11 7
日

～人と鳥の共存をめざして～

ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival/略称：JBF）は、我孫子市
手賀沼周辺にて行われる、日本最大級の鳥をテーマにしたイベントです。
新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、今年もオンラインによる動画配信
および展示により開催いたします。

その他の配信コンテンツについてはホームページにてお知らせします。

問 JBF 実行委員会事務局（我孫子市手賀沼課）℡04-7185-1484

詳細は JBFホームページをご確認ください。

その他、11月30日（火）までの期間中、様々なコンテンツを用意しています！

【限定配信】

【期間中配信】

現
在
予
定
し
て
い
る
コ
ン
テ
ン
ツ

・鳥学講座（※LIVE 配信）
・山階鳥研「見にレクチャー」（※LIVE 配信）
・全日本鳥フォトコンテスト講演会

・鳥の博物館バーチャルツアー
・鳥博テーマトーク
・出展団体からの PR 動画　などなど

あびこコレクション 水の館プラネタリウム

10月23日（土）～11月4日（木）

10月28日（木）～11月7日（日）

我孫子の書斎にて、
伝書鳩を飛ばす杉村楚人冠

問  我孫子市生涯学習課
　　℡04-7185-0511

所  生涯学習センター アビスタ
　   千葉県我孫子市若松 26-4

我孫子の豊かな文化資源を紹介する展示をアビスタで開催します。
今年は杉村楚人冠記念館開館 10 周年・白樺文学館開館 20 周年
を記念し、 両館がこれまでに実施してきた企画展のポスターが、 1F 通
路に勢揃いします。 また、 2F では鳥の博物館もコラボして、 我孫子ゆ
かりの文人の作品に登場する鳥について、 写真も交えて展示します。
この機会に是非、 ご覧下さい。

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

問  我孫子市企画課℡04-7185-1426

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

所  我孫子インフォメーションセンター
　 アビシルベ 

新番組がスタート！
11/13（土）～1/16（日）までの土日祝日上映！

平日は団体上映のみ受け付けています。※2日前までに要予約
定員：25 名（1時間前から発券、席の間隔をあけてのご案内）
費用：高校生以上100 円（中学生以下無料）

エジプト ギザのピラミッドと
満天の星空

「今夜、なにがみえるかな2021秋～冬」
秋の夜空は明るく目立つ星が少なく感じられま
す。そんな静かな星空ですが、描かれている
星座はギリシャ神話の壮大な物語の主役たち。
秋の星座を紹介しながらその物語にもふれて
いきます。
　　　　　　 「ナイルの星」
全天でもっとも明るく見える恒星シリウス。
このシリウス、エジプトでは大切な役割を担っ
ていました。星の動きに注目した古代の人々た
ち。人と星との関わりについて紹介します。

星空解説

テーマ番組

上映時間（土・日・祝日のみ）
テーマ番組10:00／13:00／15:00  
星空解説　11:00／14:00／16:00  

B.B.BASE が我孫子にやってくる！ JOBANアートライン「アートアンブレラ」
ワークショップ開催！＜JOBANアートラインとは＞

JR常磐線沿線の4つの区と4つの市と、東京藝術大学、そしてJR東日本東京支社が、
「アート」をキーワードとして関わりながら、イメージアップや活性化を図る活動を通じて、
常磐線沿線の「街」や「人」をつなげていく取り組みです。

※換気を行いながら、油性マジックを使用します。
　汚れてもいい暖かい服装でお越しください。
※マスクの着用をお願い致します。

1121
日

10:00 ～17:00

「アートアンブレラ」ワークショップでは、JR東日本の忘れ物の
傘にペイントをして世界に一つのオリジナル傘を作成します。
完成した傘はお持ち帰りいただけます。
また、東京藝術大学の学生によるライブペイントも開催します。

★全日本鳥フォトコンテスト作品展
　11月 6日・7日限定で応募があった作品のほとんどをオンラインで見られます。
　※公開を希望しない作品や、撮影マナーから外れていると判断された作品は掲載されません。

★出展団体からのメッセージ
　毎年数多くの団体による展示で盛り上がる JBF。ホームページでのメッセージ
　掲載に加えて、新たにPR 動画の配信もご覧いただけます！

出発日：10月16日（土）・17日（日）日帰り
行　程：往路　両国駅 7：39 発→（直通）→布佐駅 9：09 着
　　　　復路　布佐駅15：44 発→（直通）→両国駅17：27着
旅行代金：おとな（こども）１名様 3,900 円（2,700 円）
募集人員：各日60 名

JR 東日本千葉支社提供

詳しくは JR 東日本「B.B.BASE」
のホームページをご覧ください。
https://www.jreast.co.jp/railw
ay/joyful/bbbase.html

手賀沼沿いでパンを食べる。
手賀沼ふれあいライン沿いにはパンを扱うお店が数店あります。
パンやサンドイッチ、バーガーをテイクアウトして近くの公園などで
ピクニック気分を味わうもよし、自宅でまったりするもよし！
パンで幸せなひと時をお楽しみください。

cotton field

sugar CAFE＆SWEETS

食パンカフェ 手賀のモリーノMOLINO

街の小さなパン屋さん。
川崎市宮前平で長年多くのお客様から愛され 30 年続いた藤屋を 2013 年に先代から
引き継ぎ、2020 年 4月に我孫子に移転し開店した人気店です。
店主のこだわる「一つ一つ真心こめて丁寧に作るパン」は、味はやさしく、見た目は
美しく仕上がっています。
ナチュラルでかわいい店内には、長時間発酵食パン、季節の食材を使用したデニッ
シュ、お子様に大人気の名前もかわいいぐーちょきぱんなど、甘いパンから惣菜パン
まで種類豊富に揃っています。毎日の食卓用にはもちろん、お土産にもオススメです。

千葉県我孫子市若松170-4
平日　10:00 ～18:00
土日祝  8:00 ～18:00
月曜日 / 第 1・第 3火曜日

04-7103-5304

休
営
所

問

千葉県我孫子市若松141-13

11:00 ～18:00(L.O. 17:30)

月曜日

04-7161-3230

休
営
所

問

千葉県我孫子市我孫子新田 22-30

10:00 ～18:00

月曜日

04-7193-8031 休
営

所

問

千葉県我孫子市若松149-4
レイクフラッツ102
11:00 ～18:00 ※売り切れ次第終了

不定休　　　04-7170-0255

＜食パン専門店「まきば」手賀沼店・
　食パンカフェ 手賀のモリーノ（MOLINO）＞

＜食パン専門店「まきば」我孫子店＞
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2021年 4月オープン！ オリジナルハンバーガーとお菓子のカフェ。
店内はホワイトとブルーを基調としたおしゃれな雰囲気で、テーブ
ル席とカウンター席があります。
見た目も映えるハンバーガーは、バンズ、ソースにこだわり一つ
一つ丁寧に作られとてもジューシー。注文後に作りはじめ、出来
立てを提供しています。

国産小麦使用の手作りバンズは、プレーン（グラハム粉使用）・レッド（国産ビーツ）・ブラック（国
産竹炭） の 3 種類から選べます。
人気のれんこんてりやきバーガーは、茨城産レンコンのシャキシャキ食感と甘辛ソースが絶品です。
また、自家製レモネードなどのドリンクやサイドメニューも充実。セットにしてお得に楽しめます。
可愛らしい焼き菓子も販売。お土産やちょっとしたギフトにもオススメです。
ケータリングやケーキのオーダーにも対応しています。

食パン専門店「まきば」手賀沼店に併設されたカフェ。
目の前にはキラキラと輝く手賀沼が広がっています。
かわいらしくシンプルな店内、外にはテラス席があります。窓際のカウンター
席は手賀沼を眺めながら優雅なカフェ時間が楽しめるオススメの席です。
メニューはまきばの食パンを使ったトーストやサンドイッチなどの軽食のほか、
ミニパフェやケーキなどのデザート、「コーヒーハンター」の豆を使用したコー
ヒーやスムージーなどドリンク類も充実！ また、店内ではテイクアウト用のサ
ンドイッチやコーヒー豆、パンに合うオリーブオイルなども販売しています。

食パン専門店「まきば」
添加物・保存料不使用で、
毎日食べたくなる食パンを販
売しています。
しっとりミルキーな風味で小
麦の甘さがほんのり香る「吟
-ぎん-」と爽やかなアールグ
レイの香りが口の中で広がる
「紅 -こう-」の 2 種類から選
べます。

定員：先着30 名※要事前予約・小学生以下保護者同伴
　　　定員に余裕がある場合のみ当日参加を受け付けます。
費用：無料
所要時間：30 分程度
申込：11/2（火）9:00より我孫子インフォメーションセンター
　　　（アビシルベ）にご来館またはお電話にて受付。
　　　℡04-7100-0014
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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）

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

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

（アビシルベ）
我孫子インフォメーションセンター

（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！
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！

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

Google Play App Store

好評 配信中！

本誌で掲載の情報は9月30日現在のものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよう
お願いいたします。
市内での関連情報については、我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。

鳥の博物館杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5　TEL：04-7187-1131
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

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 9:30 ～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、
　　　　70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

企画展

10月16日（土）～令和4年1月16日（日）

開催中～11月14日（日）

11/11（木）～ 11/18（木）16:00
懐かしの映画ポスター展第23回
　「山田洋次監督作品展」

11/1（月）12:00～ 11/10（水）17:00
第64回文化祭書道展PR

10/28（木）～ 11/7（日）
JBF（ジャパンバードフェスティバル）PR展

10/16（土）12:00～ 10/26（火）15:00
杉村楚人冠記念館開館10周年記念ポスター展

食パンカフェ 手賀のモリーノ（MOLINO）cotton field sugar CAFE＆SWEETS

ジャパンバードフェスティバル B.B.BASE

開催中～11月28日（日）
第 88 回企画展「鳥のチャンピオン」

高速飛行で知られる
ハヤブサ

常設テーマ「白樺派と我孫子2021（後期）」

志賀直哉書「徳不孤」
（山田家コレクションより）

志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）
熱海稲村大洞台にて 山田家提供

てがたん「てがたん in JBF」
11 6
土

11 7
日

テーマトーク

1016
土

・手賀沼沿いでパンを食べる。
　cotton field / 食パンカフェ 手賀のモリーノ（MOLINO）/ sugar CAFE＆SWEETS
・オンラインで開催！ジャパンバードフェスティバル2021～人と鳥の共存をめざして～
・新番組がスタート！水の館 プラネタリウム
・あびこコレクション
・B.B.BASEが我孫子にやってくる！
・JOBANアートライン「アートアンブレラを作ろう！」
・「我孫子遺産」を次世代へ クラウドファンディング募集中
・我孫子市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）

「ヤマシギの越冬期のくらし」
講師：小田谷嘉弥（我孫子市鳥の博物館学芸員）

13:30
　～14:15

日本でのオリンピック開催にちなみ、鳥たち
のいろいろな能力について、鳥博が “チャンピ
オン” を選びます。
彼らの能力が生きるためにどのように役立って
いるのか、またそのメカニズムについても紹
介します。

【参加方法】申込不要。10 月 1 日から鳥の博物館お
よび山階鳥類研究所ウェブサイトに動画配信サイトへ
のリンクを掲載します。
【参加費】無料　【問合せ】鳥の博物館 04-7185-2212

今年は志賀直哉没後
50年、白樺文学館開
館20年となります。
コレクション展とし
て後期は、昨年寄贈
された山田家コレク
ションを中心に紹介
します。

「我孫子遺産」を次世代へ 
  クラウドファンディング募集中

教育委員会 文化・スポーツ課
Tel.04-7185-1583（歴史文化財担当）

問

【受付】令和 4 年1月5日（水）まで

小説家、志賀直哉は名作「暗夜行路」を我孫子で執筆しました。
志賀が執筆時に使用していた書斎が、いまも手賀沼の近くに佇んでい
ます。
しかし、近年経年劣化が進
むなかで修復が必要となっ
ています。
今年は志賀直哉没後 50 年
の節目にあたる年であり、
この書斎を次世代に残すた
めに、皆さまのご支援をお
願いいたします。
詳しくは下記 QRコードから
「さとふるクラウドファンディ
ング」のサイトを
ご覧ください。

河川敷に夜間に飛来したヤマシギ

ヤマシギは、水鳥のシギの仲間なのに森林や草地にすむ、ちょっ
と変わった鳥です。秋になると越冬地の関東地方に渡ってきます
が、夜行性であるために国内におけるその生態はあまりよく知ら
れていません。越冬期を通じて行われた調査によって分かってき
た、本種の冬のくらしの一部をご紹介します。

我孫子の自然観察の魅力は、野鳥だけにとどまりません。
鳥の好きなあなたに、我孫子の自然の楽しみ方をご紹介
します。

「禅」が結んだ人びと
―釈宗演と楚人冠の周辺―

昨年新型コロナウイルス対策の臨時休館で中断した
展示が復活！
出家せずに禅の修行ができる「居士禅」を広め、海外
にまで広がる禅の普及の先駆けとなった円覚寺の釈宗演
と、楚人冠をはじめ、夏目漱石や鈴木大拙といった彼の
指導を受けた人びとの交流を描きます。

臨済宗の僧
釈宗演

杉村楚人冠記念館開館10周年
記念ポスター展

我孫子インフォメーションセンターアビシルベ
10/16（土）12:00～10/26（火）15:00
湖北地区公民館コホミン
11/1（月）10:30～11/14（日）15:30

杉村楚人冠記念館は本年 11月1日におかげさま
で10 周年を迎えます。これを記念してアビシル
ベとコホミンでポスター展を開催！ これまで開
催してきた企画展のポスターで 10 年のあゆみを
振り返ります。

記念館オープン当時のポスター

場
所
・
期
間

10/15（金）18:00
アビスト de Night☆ LIVE !




