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「アビシルベ」「アビシルベ」

開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00
休   館   日／12月31日のみ休   館   日／12月31日のみ

〒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
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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

鳥の博物館

＊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。）

・第9回アビシルベまつり
・第33回布佐新緑まつり
・新緑苗木市
・おまつりスタンプラリー
・白樺文学館・鳥の博物館イベント情報

・第9回アビシルベまつり
・第33回布佐新緑まつり
・新緑苗木市
・おまつりスタンプラリー
・白樺文学館・鳥の博物館イベント情報

白樺文学館

てがたん

4 28
土

4 14
土

4 21
土

5 3
木・祝木・祝

テーマトーク

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

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！

4/2（月）13：00～ 4/19（木）12：00
手賀沼を彩るさくらいろいろ

4/22（日）～ 4/28（土）
アビシルベまつりPR展示

4/30（月）16：00～ 5/7（月）
白樺文学館PR展示

  4/9（月）10：00～ 4/18（水）12：00
「第31回我孫子市美術家協会展」PR展

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）

4 28
土

第32回布佐新緑まつり第33回布佐新緑まつり

（JR 布佐駅徒歩約 3分）
問 Tel.04-7168-0821

所 あびこ農産物直売所「あびこん」

問（有）松島商店 Tel.04-7189-2100
所 布佐駅東口大通り（千葉県我孫子市高野山新田193　手賀沼親水広場 水の館駐車場）

地元農家が育てた自慢の苗木（な
す、トマト、きゅうり、ピーマン、
イタリアンパセリ他）を開催時間
内は10％引きで販売します。是非、
お買い求めください！

4 29
日・祝日・祝

「新緑苗木市」
10：00 ～13：00 10：00 ～16：00

※雨天順延（4/30）
フリーマーケット、地元中学校・
小学校の吹奏楽部による演奏、カ
ラオケ日本代表RENAさんのステー
ジ、商店会の出店、子供の遊び
広場、花のプレゼント、河童音頭
大行進など内容盛りだくさん！

あびこ農産物直売所
あびこん

おまつりスタンプラリーおまつりスタンプラリー

商業者の皆さんが主催する９つのおまつり（下記参照）のうち、３つ
以上のおまつりでスタンプを集めると、抽選で「うなきち賞」として
５万円分の旅行券のほか、市内商業者が協賛する豪華賞品が当たり
ます！さらに４地区のまつりのスタンプを集めると「ぐるっと我孫子
賞」が当たるダブルチャンスもあります！！そして、今年も９つすべて
のおまつりをまわると、パーフェクト賞が当たります！！！

　　　まつり 　　  実施日 　　  予備日
布佐新緑まつり ４月２９日（日・祝） ４月３０日（月・振）
ほくほく北まつり ６月９日（土） なし
天王台ふれあい夏祭り ８月１８日（土） なし
天王台地区市民まつり ８月２５日（土） ８月２６日（日）
あびこカッパまつり ８月２５日（土） ８月２６日（日）
ほくほくサンバ ９月２３日（日・祝） なし
我孫子地区市民まつり ※決まり次第お知らせ なし
我孫子市産業まつり １０月２１日（日） なし
布佐もみじまつり １１月４日（日） なし
【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】布佐もみじまつり終了まで
【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 04-7185-1111（内線 505）

今年もやります！豪華賞品が目白押しの「おまつりスタンプラリー」！！

ポリ袋を使った鳥の博物館鳥凧同好会
オリジナルの鳥凧を作ります。

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

朗読のひとときと白樺サロンのひとときを統一し、
「白樺の調べ」と題して朗読とピアノ演奏をお楽しみ
いただきます。

朗読のひとときと白樺サロンのひとときを統一し、
「白樺の調べ」と題して朗読とピアノ演奏をお楽しみ
いただきます。

14：00～15：0014：00～15：00
白樺の調べ白樺の調べ

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。

「“春限定”の自然観察」
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

この時期にしか見られない春に渡る鳥、春に
咲く花、春型のチョウなどのとっておきの自然
を観察します。

さまざまな山林の鳥たちが
生息する富士山

日本の地理的特徴の一つは国土の大半を占める山林です。山林の鳥
たちの分布は、標高や環境によって違います。約20年近くの富士山
での鳥類研究から、身近な鳥たちが山でどのように暮らしているか
をご紹介します。

「富士山の野鳥と垂直分布」

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）

講師：森本 元さん（山階鳥類研究所 自然誌研究室研究員）

飛べ！鳥の紙ひこうき 5 6
日

鳥凧教室
時間13：30～15：30／定員：20人
場所：鳥の博物館2階多目的ホール

時間13：30～15：30
場所：鳥の博物館2階多目的ホール
対象：小学生以上
　　　（小学3年生以下は保護者同伴）
申込：4月17日より電話受付
　　　　　　定員：先着14組
　　　　　　　　　（1家族1つ製作）
　　　　　　費用：無料（ただし高校生
　　　　　　以上は入館料がかかります）

鳥型の紙飛行機を作って飛ばすイベントです。航空
力学の原理にもとづいて設計された紙飛行機で、
ゴムの力で発射すると長い時間飛び続けます。

参加費：無料（ただし入館料がかかります）
申込：4月17日より電話受付

LIVE !
4/20（金）18：00～
アビスト de Night☆

うなりくん

さかサイ君＆カブ左衛門

チーバくんかまたん

カムロちゃん まつなしくん

あびかちゃん

手賀沼のうなきちさん

中央学院高校吹奏楽部

手賀沼サンセットローカルオーダーNEVA GIVE UP

 三令 -mirei-Y.O DANCE STUDIO BIG MOUTH CHOIR 中央学院高校吹奏楽部

手賀沼サンセットローカルオーダーNEVA GIVE UP

 三令 -mirei-Y.O DANCE STUDIO BIG MOUTH CHOIR

ⒸDMM GAMES

中央学院高校チアリーディング部
 POP☆STARS

中央学院高校チアリーディング部
 POP☆STARS
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ご当地キャラが
やってくる！成田市観光キャラクター

うなりくん
成田の役に立つ仕事をしようと思って市役所の窓口で
相談したら、市長から成田の観光 PR をしてほしいっ
て言われて「成田市特別観光大使」に任命されたの。

ゆるキャラ ®グランプリ2017 で第1位になりました！
うな。

さかサイ君＆カブ左衛門
柏市逆井商店会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！

チーバくん
千葉県 PR マスコットキャラクター

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

特技：むぎゅ～ぅ＆ハグ

カムロちゃん
佐倉おもてなしキャラクター

その昔、佐倉城に棲んでいた〈妖かし〉
で、こう見えて 400 歳。
子どもらしい純粋さと 400 歳のした
たかさを併せ持つ。好物は桜餅やお団子。

まつなしくん

ＪＲ東日本松戸地区
マスコットキャラクター

名前の由来は、松戸市発祥の二十世紀梨から。駅長さん

になりたくて、お母さんに駅長服を作ってもらいました。

苦手な物：毛虫

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

かわいいカッパの女の子。ダンスが得意！ 

特に河童音頭とカッパダンス。

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。趣味は手賀沼の湖畔でボーっとすること。うな

きちさんに触ると、なにかとうなぎのぼりになるうな～！

問 アビシルベ　04-7100-0014アビシルベ（JR 我孫子駅南口徒歩1分）
けやきプラザ広場／アビイクオーレ

アビシルベ　04-7100-0014所 アビシルベ（JR 我孫子駅南口徒歩1分）
けやきプラザ広場／アビイクオーレ

あや

さかサイ君：座右の銘「ツノだってあるさ
 サイだもん」
 職業「マスコット業」
カブ左衛門：日本一フットワークの軽い
 野菜カブ（ 0^^ ）

出張！白樺文学館
我孫子市白樺文学館が
ＰＲ＆物販ブースを出展します。

ご当地、駅中グルメとして大人気の
「唐揚げそば」を出張販売！
ボリューム満点の唐揚げと、香り豊
かなお出汁をお楽しみください。
何度でも食べたい “我孫子の味”！

弥生軒

喜久屋秀峰

千葉とみい
CAFE DOCK

インドカレー ハリオン

吉岡茶房 笑福弥生軒

この時期ならではのかしわ餅や、
お団子などなつかしい甘味を買うな
らこちら。
お土産として、お持ち帰りにもぴっ
たりです！

喜久屋秀峰

学生発案のトマトジャムやピクルス
のほか、野菜を使った彩り鮮やか
なスイーツも販売します。美味しい
我孫子の野菜を召し上がれ！

川村学園女子大学

乾いた喉をスッキリ潤す、清涼飲
料水を販売します。
水分補給はこまめに行いましょう！

 松山のドリンク 中華屋台料理を販売！
熱々の焼き小龍包や、チヂミ、揚
げゴマ団子など、ちょっとした旅行
気分が味わえます。

美食倶楽部

我孫子産野菜を使用した石がま焼
ピザや手作りパスタを販売。
焼きたてあつあつを召し上がれ！

Pizza& パスタ
 La cotta ～憩の場～

ふるさと産品「あびこパイ」でおな
じみのお菓子屋さん。我孫子店限
定の「あびこパイ」はもちろん、ピー
ナッツサブレなど千葉ならではのお
いしいお菓子を販売します！

千葉とみい

うなきちさんの焼印が入った「うな
きちのバーガー」を販売！
具がたっぷり入った見た目もかわい
い看板メニューです。

CAFE DOCK異国情緒たっぷりのスパイシーなカ
レーはもちろん、ナン、チーズナン、
インドの揚げ餃子サモサ、タンド
リーチキンなど食欲をそそるメ
ニューがいっぱい！

インドカレー ハリオン

日光の冬が育んだ天然氷を使った、
ふわふわかき氷！シロップももちろ
ん手作りです。
焙煎したて、挽きたて、入れたての
コーヒーもおススメです。

吉岡茶房

みんな大好き！屋台料理の定番焼
き鳥を販売します！
かおりまでおいしい焼きたてを召し
上がれ！

カラオケ イン アラレ

市内のイベントではすっかりおなじ
みになった「うなきち焼」を販売！
お味はあんこ・カスタードクリーム・
桜あんの３種類。何味にしようか迷
ううな～。

笑福

ロコモコ丼や餅粉チキン、ガーリッ
クシュリンプなどハワイアンなフー
ドが盛りだくさん！ 一口食べれば気
分は南国！

Hawaiian Cafe Aloha Farm

缶バッジを作ろう！
手賀沼のうなきちさんを好きな色に
ぬってスタッフに渡すと、その場で
缶バッジにしてもらえます！
自分だけのうなきちさん缶バッジを
GETしよう！
費用：100 円／先着200 個

駅長服でカッコよくきめよう！
本物の駅長さんもやってくる
かも！？
対象：お子さま
　　　　（協力：JR 東日本）

駅長服を着てみよう！駅長服を着てみよう！

白バイ・
パトカー
体験乗車

費用：無料

我孫子クイズラリー
会場を巡りながら我孫子のご当地クイズに挑戦！

全４問に正解して、ハズレ無しの抽選会に参加しよう！ 

◎参加用紙配布10：00 ～
◎先着 500 名　◎参加無料
◎賞品：お買い物商品券、
　　　　我孫子市ふるさと産品他、
　　　　参加賞あり

三令-mire
i-

NEVA GIV
E UP

ローカルオ
ーダー

Y.O DANC
E STUDIO

  9:50 ～ オープニング
10:00 ～ 中央学院高校吹奏楽部
 チアリーディング部 POP☆STARS
10:40 ～ ご当地キャラがやってくる！
11:10 ～ 手賀沼サンセット
11:30 ～ ローカルオーダー
11:40 ～ NEVA GIVE UP
12:10 ～ 市長挨拶
12:20 ～ 三令 -mirei-
12:40 ～ うなきちパラダイス（三令-mirei-ver.）
12:50 ～ Y.O DANCE STUDIO
13:30 ～ NEVA GIVE UP
14:00 ～ 手賀沼サンセット
14:20 ～ BIG MOUTH CHOIR
14:50 ～ 三令 -mirei-
15:10 ～ ご当地キャラ○×クイズ
 エンディング
※当日の状況により内容が変更になる場合がございます。

※「文豪とアルケミスト」関連商品の販売はございません。

手賀沼サン
セット

～たとひ魂は砕けても、想いは砕けない～
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」より、
白樺派の文豪 3名のキャラクターパネルを設置！

文豪とアルケミスト キャラクターパネル

（協力：DMM GAMES）

志
賀
直
哉

武
者
小
路
実
篤

有
島
武
郎
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佐倉おもてなしキャラクター

その昔、佐倉城に棲んでいた〈妖かし〉
で、こう見えて 400 歳。
子どもらしい純粋さと 400 歳のした
たかさを併せ持つ。好物は桜餅やお団子。

まつなしくん

ＪＲ東日本松戸地区
マスコットキャラクター

名前の由来は、松戸市発祥の二十世紀梨から。駅長さん

になりたくて、お母さんに駅長服を作ってもらいました。

苦手な物：毛虫

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

かわいいカッパの女の子。ダンスが得意！ 

特に河童音頭とカッパダンス。

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。趣味は手賀沼の湖畔でボーっとすること。うな

きちさんに触ると、なにかとうなぎのぼりになるうな～！

問 アビシルベ　04-7100-0014アビシルベ（JR 我孫子駅南口徒歩1分）
けやきプラザ広場／アビイクオーレ

アビシルベ　04-7100-0014所 アビシルベ（JR 我孫子駅南口徒歩1分）
けやきプラザ広場／アビイクオーレ

あや

さかサイ君：座右の銘「ツノだってあるさ
 サイだもん」
 職業「マスコット業」
カブ左衛門：日本一フットワークの軽い
 野菜カブ（ 0^^ ）

出張！白樺文学館
我孫子市白樺文学館が
ＰＲ＆物販ブースを出展します。

ご当地、駅中グルメとして大人気の
「唐揚げそば」を出張販売！
ボリューム満点の唐揚げと、香り豊
かなお出汁をお楽しみください。
何度でも食べたい “我孫子の味”！

弥生軒

喜久屋秀峰

千葉とみい
CAFE DOCK

インドカレー ハリオン

吉岡茶房 笑福弥生軒

この時期ならではのかしわ餅や、
お団子などなつかしい甘味を買うな
らこちら。
お土産として、お持ち帰りにもぴっ
たりです！

喜久屋秀峰

学生発案のトマトジャムやピクルス
のほか、野菜を使った彩り鮮やか
なスイーツも販売します。美味しい
我孫子の野菜を召し上がれ！

川村学園女子大学

乾いた喉をスッキリ潤す、清涼飲
料水を販売します。
水分補給はこまめに行いましょう！

 松山のドリンク 中華屋台料理を販売！
熱々の焼き小龍包や、チヂミ、揚
げゴマ団子など、ちょっとした旅行
気分が味わえます。

美食倶楽部

我孫子産野菜を使用した石がま焼
ピザや手作りパスタを販売。
焼きたてあつあつを召し上がれ！

Pizza& パスタ
 La cotta ～憩の場～

ふるさと産品「あびこパイ」でおな
じみのお菓子屋さん。我孫子店限
定の「あびこパイ」はもちろん、ピー
ナッツサブレなど千葉ならではのお
いしいお菓子を販売します！

千葉とみい

うなきちさんの焼印が入った「うな
きちのバーガー」を販売！
具がたっぷり入った見た目もかわい
い看板メニューです。

CAFE DOCK異国情緒たっぷりのスパイシーなカ
レーはもちろん、ナン、チーズナン、
インドの揚げ餃子サモサ、タンド
リーチキンなど食欲をそそるメ
ニューがいっぱい！

インドカレー ハリオン

日光の冬が育んだ天然氷を使った、
ふわふわかき氷！シロップももちろ
ん手作りです。
焙煎したて、挽きたて、入れたての
コーヒーもおススメです。

吉岡茶房

みんな大好き！屋台料理の定番焼
き鳥を販売します！
かおりまでおいしい焼きたてを召し
上がれ！

カラオケ イン アラレ

市内のイベントではすっかりおなじ
みになった「うなきち焼」を販売！
お味はあんこ・カスタードクリーム・
桜あんの３種類。何味にしようか迷
ううな～。

笑福

ロコモコ丼や餅粉チキン、ガーリッ
クシュリンプなどハワイアンなフー
ドが盛りだくさん！ 一口食べれば気
分は南国！

Hawaiian Cafe Aloha Farm

缶バッジを作ろう！
手賀沼のうなきちさんを好きな色に
ぬってスタッフに渡すと、その場で
缶バッジにしてもらえます！
自分だけのうなきちさん缶バッジを
GETしよう！
費用：100 円／先着200 個

駅長服でカッコよくきめよう！
本物の駅長さんもやってくる
かも！？
対象：お子さま
　　　　（協力：JR 東日本）

駅長服を着てみよう！駅長服を着てみよう！

白バイ・
パトカー
体験乗車

費用：無料

我孫子クイズラリー
会場を巡りながら我孫子のご当地クイズに挑戦！

全４問に正解して、ハズレ無しの抽選会に参加しよう！ 

◎参加用紙配布10：00 ～
◎先着 500 名　◎参加無料
◎賞品：お買い物商品券、
　　　　我孫子市ふるさと産品他、
　　　　参加賞あり

三令-mire
i-

NEVA GIV
E UP

ローカルオ
ーダー

Y.O DANC
E STUDIO

  9:50 ～ オープニング
10:00 ～ 中央学院高校吹奏楽部
 チアリーディング部 POP☆STARS
10:40 ～ ご当地キャラがやってくる！
11:10 ～ 手賀沼サンセット
11:30 ～ ローカルオーダー
11:40 ～ NEVA GIVE UP
12:10 ～ 市長挨拶
12:20 ～ 三令 -mirei-
12:40 ～ うなきちパラダイス（三令-mirei-ver.）
12:50 ～ Y.O DANCE STUDIO
13:30 ～ NEVA GIVE UP
14:00 ～ 手賀沼サンセット
14:20 ～ BIG MOUTH CHOIR
14:50 ～ 三令 -mirei-
15:10 ～ ご当地キャラ○×クイズ
 エンディング
※当日の状況により内容が変更になる場合がございます。

※「文豪とアルケミスト」関連商品の販売はございません。

手賀沼サン
セット

～たとひ魂は砕けても、想いは砕けない～
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」より、
白樺派の文豪 3名のキャラクターパネルを設置！

文豪とアルケミスト キャラクターパネル

（協力：DMM GAMES）
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「アビシルベ」「アビシルベ」

開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00
休   館   日／12月31日のみ休   館   日／12月31日のみ

〒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

鳥の博物館

＊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。）

・第9回アビシルベまつり
・第33回布佐新緑まつり
・新緑苗木市
・おまつりスタンプラリー
・白樺文学館・鳥の博物館イベント情報

・第9回アビシルベまつり
・第33回布佐新緑まつり
・新緑苗木市
・おまつりスタンプラリー
・白樺文学館・鳥の博物館イベント情報

白樺文学館

てがたん

4 28
土

4 14
土

4 21
土

5 3
木・祝木・祝

テーマトーク

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

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！

4/2（月）13：00～ 4/19（木）12：00
手賀沼を彩るさくらいろいろ

4/22（日）～ 4/28（土）
アビシルベまつりPR展示

4/30（月）16：00～ 5/7（月）
白樺文学館PR展示

  4/9（月）10：00～ 4/18（水）12：00
「第31回我孫子市美術家協会展」PR展

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）

4 28
土

第32回布佐新緑まつり第33回布佐新緑まつり

（JR 布佐駅徒歩約 3分）
問 Tel.04-7168-0821

所 あびこ農産物直売所「あびこん」

問（有）松島商店 Tel.04-7189-2100
所 布佐駅東口大通り（千葉県我孫子市高野山新田193　手賀沼親水広場 水の館駐車場）

地元農家が育てた自慢の苗木（な
す、トマト、きゅうり、ピーマン、
イタリアンパセリ他）を開催時間
内は10％引きで販売します。是非、
お買い求めください！

4 29
日・祝日・祝

「新緑苗木市」
10：00 ～13：00 10：00 ～16：00

※雨天順延（4/30）
フリーマーケット、地元中学校・
小学校の吹奏楽部による演奏、カ
ラオケ日本代表RENAさんのステー
ジ、商店会の出店、子供の遊び
広場、花のプレゼント、河童音頭
大行進など内容盛りだくさん！

あびこ農産物直売所
あびこん

おまつりスタンプラリーおまつりスタンプラリー

商業者の皆さんが主催する９つのおまつり（下記参照）のうち、３つ
以上のおまつりでスタンプを集めると、抽選で「うなきち賞」として
５万円分の旅行券のほか、市内商業者が協賛する豪華賞品が当たり
ます！さらに４地区のまつりのスタンプを集めると「ぐるっと我孫子
賞」が当たるダブルチャンスもあります！！そして、今年も９つすべて
のおまつりをまわると、パーフェクト賞が当たります！！！

　　　まつり 　　  実施日 　　  予備日
布佐新緑まつり ４月２９日（日・祝） ４月３０日（月・振）
ほくほく北まつり ６月９日（土） なし
天王台ふれあい夏祭り ８月１８日（土） なし
天王台地区市民まつり ８月２５日（土） ８月２６日（日）
あびこカッパまつり ８月２５日（土） ８月２６日（日）
ほくほくサンバ ９月２３日（日・祝） なし
我孫子地区市民まつり ※決まり次第お知らせ なし
我孫子市産業まつり １０月２１日（日） なし
布佐もみじまつり １１月４日（日） なし
【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】布佐もみじまつり終了まで
【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 04-7185-1111（内線 505）

今年もやります！豪華賞品が目白押しの「おまつりスタンプラリー」！！

ポリ袋を使った鳥の博物館鳥凧同好会
オリジナルの鳥凧を作ります。

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

朗読のひとときと白樺サロンのひとときを統一し、
「白樺の調べ」と題して朗読とピアノ演奏をお楽しみ
いただきます。

朗読のひとときと白樺サロンのひとときを統一し、
「白樺の調べ」と題して朗読とピアノ演奏をお楽しみ
いただきます。

14：00～15：0014：00～15：00
白樺の調べ白樺の調べ

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。

「“春限定”の自然観察」
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

この時期にしか見られない春に渡る鳥、春に
咲く花、春型のチョウなどのとっておきの自然
を観察します。

さまざまな山林の鳥たちが
生息する富士山

日本の地理的特徴の一つは国土の大半を占める山林です。山林の鳥
たちの分布は、標高や環境によって違います。約20年近くの富士山
での鳥類研究から、身近な鳥たちが山でどのように暮らしているか
をご紹介します。

「富士山の野鳥と垂直分布」

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）

講師：森本 元さん（山階鳥類研究所 自然誌研究室研究員）

飛べ！鳥の紙ひこうき 5 6
日

鳥凧教室
時間13：30～15：30／定員：20人
場所：鳥の博物館2階多目的ホール

時間13：30～15：30
場所：鳥の博物館2階多目的ホール
対象：小学生以上
　　　（小学3年生以下は保護者同伴）
申込：4月17日より電話受付
　　　　　　定員：先着14組
　　　　　　　　　（1家族1つ製作）
　　　　　　費用：無料（ただし高校生
　　　　　　以上は入館料がかかります）

鳥型の紙飛行機を作って飛ばすイベントです。航空
力学の原理にもとづいて設計された紙飛行機で、
ゴムの力で発射すると長い時間飛び続けます。

参加費：無料（ただし入館料がかかります）
申込：4月17日より電話受付

LIVE !
4/20（金）18：00～
アビスト de Night☆

うなりくん

さかサイ君＆カブ左衛門

チーバくんかまたん

カムロちゃん まつなしくん

あびかちゃん

手賀沼のうなきちさん

中央学院高校吹奏楽部

手賀沼サンセットローカルオーダーNEVA GIVE UP

 三令 -mirei-Y.O DANCE STUDIO BIG MOUTH CHOIR 中央学院高校吹奏楽部

手賀沼サンセットローカルオーダーNEVA GIVE UP

 三令 -mirei-Y.O DANCE STUDIO BIG MOUTH CHOIR

ⒸDMM GAMES

中央学院高校チアリーディング部
 POP☆STARS

中央学院高校チアリーディング部
 POP☆STARS


