
　　 おまつり名 　　　会　場 　  実施日 　  予備日
布佐新緑まつり 布佐駅東口大通り 5月4日（水・祝） 5月5日（木・祝）
ほくほく北まつり 湖北駅北口周辺 6月4日（土） 無し
天王台ふれあい夏祭り 天王台駅北口周辺 8月20日（土） 無し
あびこカッパまつり 我孫子駅南口周辺 8月27日（土） 8月28日（日）
天王台地区市民まつり 天王台西公園 8月27日（土） 8月28日（日）
ほくほくサンバ 湖北駅南口周辺 9月25日（日） 無し
我孫子地区市民まつり けやきプラザ広場 10月1日（土） 無し 
 北口ふれあい広場
我孫子市産業まつり 湖北台中央公園 10月16日（日） 無し
布佐もみじまつり 布佐駅東口大通り 11月5日（土） 11月6日（日）
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我孫子の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

アビシルベ

開館時間／9:00～18:00　金・土は～19:00

〒270-1151 千葉県我孫子市本町2丁目2番6号  TEL 04-7100-0014  FAX 04-7108-0014　www.abikoinfo.jpアビシルベ

「アビストde Night☆」「アビストde Night☆」
公開生放送！

http://www.ustream.tv/channel/abistream
我孫子市内のイベント、旬な情報を月に一度Ustreamでお届けします
http://www.ustream.tv/channel/abistream

4月15日（金）18:00～4月15日（金）18:00～

我孫子市内のイベント、旬な情報を月に一度Ustreamでお届けします

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

（手賀沼のうなきちさん）

また、

 会おうな〜

YouTube にて録画配信中！「アビシルベ」で検索！

アビストリームアビストリーム

5 4
水・祝

布佐新緑まつり布佐新緑まつり
10:00～16:00
雨天時 5日（木・祝）

4 23
土

10:00～14:00
荒天翌日順延

問 布佐新緑まつり実行委員会TEL.04-7189-2100
所 布佐駅東口大通り（JR 布佐駅徒歩約 3分）

問我孫子市役所 商業観光課 TEL.04-7185-1475

おまつりスタンプラリーおまつりスタンプラリー
対象のおまつりを２地区以上周り、3つ以上のスタンプを集めると
５万円分の旅行券や市内の商店が協賛する豪華商品が当たります。

応募期限：布佐もみじまつり開催日正午まで
応募方法：応募用紙に氏名・住所・連絡先・年齢・性別を明記し、
　　　　　各おまつり会場に設置した応募用ポストに投函。
応募受付：各おまつり会場（おまつり開催時間内に限る）
抽　　選：布佐もみじまつり開催日正午に公開抽選会を行い、
　　　　　当選者には後日当選ハガキを送付します。

あびこ農産物直売所あびこん

あびこん新緑苗木フェア

問 TEL.04-7108-3171
所 あびこ農産物直売所「あびこん」

問 我孫子市手賀沼課 TEL.04-7185-1111〈前日・当日〉TEL.080-9194-0502

主催 Enjoy 手賀沼！実行委員会
所 手賀沼親水広場

千葉県我孫子市我孫子新田 9-1

〈営業時間 9:30 ～17:00 年末年始のみ休業〉

苗のプロフェッショナル！ 野菜農家が育てた苗木を販売します！
びっくりするくらい収穫量が多いのが売りです。今回販売する苗
木はトマト・なす・きゅうり・ピーマン・ししとう・ミニトマト・
かぼちゃ・イタリアン野菜など…夏野菜が中心。農家で使用して
いる肥料や堆肥の販売も有！

地元商店の出店、フリーマーケット、子供の遊び広場、地元小中
学校の吹奏楽演奏、カッパ音頭の行進に加え、早食いコンテスト
や大声コンテストなどイベント盛りだくさん！ おまつりスタンプラリー
はこのおまつりから始まります！

～安心して下さい、

　　　　　　遊べますよ～
～安心して下さい、

　　　　　　遊べますよ～

エンジョイエンジョイ

http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/
詳しくはWEBまたはチラシにて

tegadou Enjoy 手賀沼！ 検索検索

※お椀・お箸をご持参の方、無料！※お椀・お箸をご持参の方、無料！
とん汁サービスとん汁サービス

※入場無料
※鳥の博物館 当日入館無料
※同日開催／あびこ福祉まつり
　（アビスタ及び手賀沼公園遊歩道）

5 8
日

9:00～15:30
雨天決行

20162016

4/12（火）～4/19（火） 我孫子市美術家協会展（第29回）開催案内及会員募集の宣伝
4/16（土）・4/17（日） 繁紗夢HANSAM個展（創作着物展示）
4/21（木）～4/27（水） 第7回アビシルベまつりPR展示
5/ 8（日）～5/15（日） 我孫子アートな散歩市参加作家紹介コーナー

アビシルベ
月間予定

4/29（金・祝）
第7回

アビシルベまつり ◆参加ゆるキャラ情報
◆ステージイベントプログラム
◆グルメストリート出店一覧
◆万華鏡ワークショップ

テガヌマンクート

あびかちゃん

ふさだだしお

手賀沼のうなきちさん

天ちゃん

カシワニ

松戸さん

いんザイ君
印西市マスコットキャラクター

チーバくん

まつなしくん
みきゃん

かまたん
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情報発信基地
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「アビシルベ」発行（月刊）

＝

連休、どこ行く？連休、どこ行く？
連休イベント情報
◆ Enjoy 手賀沼！
◆ 布佐新緑まつり
◆ あびこん新緑苗木

年間を通して楽しむ
◆ お祭りスタンプラリー
　開催案内＆対象のお祭り一覧

特集！
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アビシルベまつりアビシルベまつりアビシルベまつり第7回第7回第7回

4 29
金・祝

10:00～16:00

けやきプラザ広場
アビイクオーレ
アビシルベ
アビシルベ TEL.04-7100-0014

※雨天決行
　（内容に一部変更あり）

問

所

＊一回目 10:00 ～ 二回目 13:00 ～ 各回先着 250 名
＊参加費無料
＊我孫子産のお米他、参加賞あり

◉参加費無料

我孫子クイズラリーで

恒例豪華景品をGET!
会場をめぐりながら

我孫子のご当地クイズ4問全問に正解して、
我孫子産のコシヒカリなどが当たる
ハズレなしの大抽選会に参加しよう！

☆親子で楽しめる
　　イベントがいっぱい！

駅長服を着てみよう

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
アビシルベまつり会場アビシルベまつり会場

アビシルベアビシルベ

※当日は会場周辺道路の一部に交通規制がかかります。

※無料・先着予約順 40 名 (小・中・高校生 対象）

【応募方法】アビシルベに電話または直接来館  TEL.04-7100-0014

◉対象：小学生以下
白バイ、パトカー、
　消防車の体験乗車

万華鏡を作ろう

①10:00〜11:00 ②11:10〜12:10

③13:00〜14:00 ④14:10〜15:10

「日本万華鏡大賞」のグランプ

リを受賞した我孫子市在住の

村越通浩さんによる万華鏡の

製作体験。手づくりの万華鏡

が作れます。美しい世界をのぞ

いてみませんか？

ライブ・オン・アビシルベライブ・オン・アビシルベ

今年も市内で活躍するゆるキャラのほか、上野東京ライン沿線のキャラクターが大集合！
ゆるキャラグランプリ2015で２位を受賞した

愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」も来場します♪
会場内をお散歩しているときは、気軽に声をかけてね！

☆ライブ・オン・アビシルベ
楽しいライブをお楽しみください！

Ｙ．Ｏ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ

セントラルあびっこチアーズ
＆

あびっこキッズダンサーズ

ローカル・オーダー ソノライフ

三令-mirei-
ふ～ふ

♪鳥くん

10：00～ オープニング・中央学院大学吹奏楽団
10：40～ ゆるキャラ紹介！
11：00～ ソノライフ
11：40～ ♪鳥くん & The PIPITZ
12：30～ 三令 -mirei-
12：50～ 市長挨拶・うなきちさんテーマソングお披露目！
13：00～ テガヌマンクートショー～ローカル・オーダー
13：10～ セントラルウェルネスあびっこチアーズ
  　　　　　  ＆あびっこキッズダンサーズ
13：30～ Y.O DANCE STUDIO
14：00～ ソノライフ
14：40～ ♪鳥くん & The PIPITZ
15：20～ 三令 -mirei-
15：40～ ゆるキャラクイズで景品ゲット！
 エンディング

遊びに来てくれるゆるキャラたち

あびかちゃん
（「あびこカッパまつり」イメージキャラクター）

性別：女の子　

特技：ダンス、特に河童

　　　音頭・カッパダンス

いんザイ君
（印西市マスコットキャラクター）

「印」の文字の印鑑がトレー

ドマーク。ぴょこぴょこ

歩く姿がとってもかわ

いい！

テガヌマン・クート
（手賀沼）

「この緑の地球と手賀沼の自然

は俺が守る！ Enjoy 手賀沼！

でも待ってるゼ！」

松戸さん
（松戸中央ライオンズクラブ）

「○○まつど～♪」が口癖で、

勤勉＆可愛いおじさんを

目指しています。

ビシッと決めたスーツ

姿で各所に『出勤中』！？

まつなしくん
（JR 東日本松戸地区イメージキャラクター）

名前の由来は、松戸市発祥

の二十世紀梨から「まつ

なしくん」。

駅長さんになりたくて、

お母さんに作ってもらっ

た駅長服。毛虫は嫌い…

手賀沼のうなきちさん
（我孫子市マスコットキャラクター）

年　齢：不詳

趣　味：手賀沼の湖畔で

　　　　ボーとする

ご利益：うなきちさんに

 触ると、なにかと

 うなぎのぼりになる。

チーバくん
（千葉県マスコットキャラクター）

好奇心旺盛でいろいろな

ことに挑戦するのが好き。

食いしん坊でいたずら

好きな面も。横から見

た姿が千葉県の形をし

ています。

かまたん
（鎌ケ谷市マスコットキャラクター）

「ぼくは梨と野菜の妖精た～ん！」

出身地：鎌ケ谷の畑　

年　齢：はく歳（白菜）

特　技：むぎゅ～ぅ＆ハグ

ふさだだしお
（布佐復興キャラクター）

「布佐の街を元気にするた

めに日々がんばってるぜ！

みんなよろしくな！」

年齢：永遠の 28 歳

近況：婚活中

天ちゃん
（我孫子市天王台商店会）

年　齢：不詳

誕生日：10 月10 日らしい

特　技：忍術

　　　（でも修行中）

キ
ッ
チ
ン
カ
ー

MC：ふ～ふ

みきゃん
（愛媛県イメージアップキャラクター）

ゆるキャラグランプリ2015 で準グランプリ

を獲得！

誕生日：2011年11月11日

　　　（ワンワンワンの日）

仕　事：愛媛県の PR

グ
ル
メ
・
ス
ト
リ
ー
ト

吉岡茶房
栃木県日光市の四代目徳次郎氷を使用した

ふわふわの氷は自家製シロップとの相性抜

群！頭が痛くならない、優しい氷の口溶け

をお楽しみください。

インドカレーハリオン
我孫子市内で人気のインドカレーのお

店。異国情緒あふれるスパイシーな香り

が食欲をそそります。インドの揚げ餃子

サモサや人気のチーズナンもあり！

弥生軒
人気ナンバーワンの唐揚げそばは食べご

たえ抜群。通勤通学、乗り換え待ちの人々

の胃袋を掴んで離しません。駅の外で味

わえるこの機会をお見逃しなく！

BRAT
ポルトガル生まれ、
ハワイ育ちのマラサ
ダドーナツが味わえ
ます。揚げたてふわ
ふわを召し上がれ！

なご屋
千葉 県 内 の
食材を使用！
房総焼きオム
レツや五平餅
を提供。

千葉うまかっ部屋
ウマ辛のひき肉がポイントの言
わずと知れた B 級グルメ、勝浦
タンタンメンが我孫子にやって
くる！ 勝浦市「熱血！勝浦タン
タンメン船団」公認店です。

コッコパン
我孫子市湖北で人気のパン屋さん。しっ

かりした味わい深いパン生地が魅力。

どれを食べても美味しい！種類が豊富で

どれを買おうか目移りします。

笑福
話題のうなきち焼きや、

お弁当うなきち御膳など。

ぜひ食べて欲しいうな～！

とみい
千葉ならではのピーナッツ菓子のお店。チー

バくんグッズの販売も。我孫子店限定の「あ

びこパイ」はバターたっぷりのパイ生地で包

まれたお多福豆は白と赤の二種類があり。

woot woop
我孫子市天王台にあるオシャレなお店

がイベント初出店！ 今回は人気の手作

りスイーツを販売予定。この機会に是

非ご賞味ください！

豊ちゃん
定番お祭りメニューはこちらで！ やき

そば、オムソバ、フランクフルト、串

カツ、コロッケ…など、お祭りの醍醐

味満載。

川村学園女子大学
我孫子産トマトが大変身！ トマトジャム＆

ソースの試食販売。川村学園女子大の学生

が開発しました。甘いジャムももちろんです

が、グリーントマトのソースも人気です。

美食倶楽部
今話題の焼き小龍包や餃子を

ご用意。香ばしいゴマ団子は

おやつに最適！

＊写真、イラストはイメージです。

カシワニ
（かしわインフォメーションセンター）

衣・食・住・遊。なんでも

揃う皆のホームタウン柏市！

そんな柏をもっとみんな

に好きになって欲しい！ 

だから今日もカシワニは

伝えます。

…「おいでよ！カシワニ

（柏に）！」
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主催 Enjoy 手賀沼！実行委員会
所 手賀沼親水広場

千葉県我孫子市我孫子新田 9-1

〈営業時間 9:30 ～17:00 年末年始のみ休業〉

苗のプロフェッショナル！ 野菜農家が育てた苗木を販売します！
びっくりするくらい収穫量が多いのが売りです。今回販売する苗
木はトマト・なす・きゅうり・ピーマン・ししとう・ミニトマト・
かぼちゃ・イタリアン野菜など…夏野菜が中心。農家で使用して
いる肥料や堆肥の販売も有！

地元商店の出店、フリーマーケット、子供の遊び広場、地元小中
学校の吹奏楽演奏、カッパ音頭の行進に加え、早食いコンテスト
や大声コンテストなどイベント盛りだくさん！ おまつりスタンプラリー
はこのおまつりから始まります！

～安心して下さい、

　　　　　　遊べますよ～
～安心して下さい、

　　　　　　遊べますよ～

エンジョイエンジョイ

http://abiko-city.jp/enjoy-teganuma/
詳しくはWEBまたはチラシにて

tegadou Enjoy 手賀沼！ 検索検索

※お椀・お箸をご持参の方、無料！※お椀・お箸をご持参の方、無料！
とん汁サービスとん汁サービス

※入場無料
※鳥の博物館 当日入館無料
※同日開催／あびこ福祉まつり
　（アビスタ及び手賀沼公園遊歩道）

5 8
日

9:00～15:30
雨天決行

20162016

4/12（火）～4/19（火） 我孫子市美術家協会展（第29回）開催案内及会員募集の宣伝
4/16（土）・4/17（日） 繁紗夢HANSAM個展（創作着物展示）
4/21（木）～4/27（水） 第7回アビシルベまつりPR展示
5/ 8（日）～5/15（日） 我孫子アートな散歩市参加作家紹介コーナー

アビシルベ
月間予定

4/29（金・祝）
第7回

アビシルベまつり ◆参加ゆるキャラ情報
◆ステージイベントプログラム
◆グルメストリート出店一覧
◆万華鏡ワークショップ

テガヌマンクート

あびかちゃん

ふさだだしお

手賀沼のうなきちさん
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チーバくん

まつなしくん
みきゃん

かまたん
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連休、どこ行く？連休、どこ行く？
連休イベント情報
◆ Enjoy 手賀沼！
◆ 布佐新緑まつり
◆ あびこん新緑苗木

年間を通して楽しむ
◆ お祭りスタンプラリー
　開催案内＆対象のお祭り一覧

特集！


