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Q1.今年で市制何年ですか？
　A：40年　　　B：50年　　　 C：60年

Q2.令和２年３月現在の人口は？
　A：約10万人   B：約13万人   C：約15万人

Q3.現在の手賀沼の面積は？
　A：約3.5㎢     B：約6.5㎢      C：約8.5㎢

Q4.地名アラカルト「なんと読みますか？」
　□岡発戸
　A：おかほっと　B：おかほど　C：おかやど　D：おかはつど

　□久寺家
　A：くじや　　　B：ひさじや　C：くじけ　　D：きゅうじや

　□都　部
　A：とぶ　　　　B：いちぶ　　C：とべ　　　D：みやこべ

　□日　秀
　A：ひびり　　　B：ひしゅう　C：ひひで　　D：にっしゅう

　□中　峠
　A：ちゅうびょう　B：なかとうげ　C：ちゅうとうげ　D：なかびょう

Q5.学校の数は？（令和2年3月現在）
　□小学校は？ 　A：11校 　B：13校 　C：15校

　□中学校は？ 　A：5校 　  B：6校 　  C：7校

　□高校は？ 　　A：4校 　  B：5校 　  C：6校

Q6.市のシンボルは？
　□花は？　A：桜 　　　B：菊 　　C：つつじ 　　D：コスモス

　□木は？　A：ケヤキ 　B：松 　　C：杉 　　　　D：柿

　□鳥は？　A：はと 　　B：わし 　C：オオバン 　D：白鳥

Q7.手賀沼湖畔に建つ、学習室や図書館もある市民のための公共施設名は？
　　A：テガスタ 　　B：テガコン 　C：アビスタ 　D：アビスタ

□飯泉喜雄（いいずみよしお）
　A：我孫子駅創設 　B：手賀沼干拓 　C：ゴルフクラブ創立

□嘉納治五郎（かのうじごろう）
　A：相撲 　　B：柔道 　　C：野球

□杉村楚人冠（すぎむらそじんかん）
　A：新聞 　　B：テレビ 　C：映画

□志賀直哉（しがなおや）
　A：登山家 　B：声楽家 　C：小説家

□血脇守之助（ちわきもりのすけ）
　A：歯科医 　B：内科医 　C：外科医

□岡田武松（おかだたけまつ）
　A：化学 　　B：気象学 　C：数学

□中野治房（なかのはるふさ）
　A：西洋史 　B：植物学 　C：日本史
□井上二郎（いのうえじろう）
　A：我孫子駅創設 　B：手賀沼干拓 　C：雑誌白樺創刊
□バーナード・リーチ
　A：陶芸家 　B：作家 　　C：医師
□山下 清（やましたきよし）
　A：画家 　　B：小説家 　C：音楽家
□松岡 鼎（まつおかかなえ）
　A：小説家 　B：漁師 　　C：医師

Q9.我孫子市出身のプロゴルファーは？（2名）
　A：尾崎将司 　　B：青木功 　　　C：松山英樹
　D：海老原清治 　E：石川遼

Q10.作家で『獣の奏者』や『鹿の王』の著者は？
　A：宮部みゆき 　B：瀬戸内寂聴 　C：上橋菜穂子
　D：小池真理子 　E：湊かなえ

Q11.「我孫子市民の歌」の作曲者は？
　A：服部良一 　　B：古賀政男 　　C：小椋佳 
　D：吉田正 　　　E：さだまさし

Q12.つくし野出身、塙宣之さんの漫才コンビ名は？
　A：ナイン 　B：エイト 　C：ナイツ
　D：ハイツ 　E：ピーナッツ

我孫子名物「白樺派のカレー」が
「福祉ショップ兼軽喫茶 ぽぽら」で食べられます

白樺派の文人達が手賀沼沿いに居を構え、活発な創作
活動をしていた大正デモクラシーの頃の話です。当時
は先進的な食文化の象徴であったカレー。白樺派の中
心人物、柳宗悦氏の夫人である兼子さんが、陶芸家
バーナード・リーチ氏の助言をうけて、おいしいカ
レーを作りました。柳邸に集まった白樺派の文人達が
食べていたカレーを、ぜひ味わってみてください。

（けやきプラザ1階 ／営業時間 10：30 ～ 18：00）限定！
ビーフカレー   ￥900 ／セット￥1200　
ポークカレー 　
チキンカレー   ￥700 ／セット￥980
チキンカレー 　

A. 我孫子市に関するQ【15問】

B. 我孫子の先人（ゆかりの深い人）に関するQ 【11問】

C．スポーツ、文化、芸能に関するQ 【４問】

Q8.何をした人でしょう？関係の深いものを選んで下さい。

外出できなくても“まちづくり”はできる！
自宅から“我孫子ものしりクイズ30問”に挑戦！
あなたは何問わかるかな!?

外出できなくても“まちづくり”はできる！
自宅から“我孫子ものしりクイズ30問”に挑戦！
あなたは何問わかるかな!?

回答1枚につき
100円が
市民活動に
寄付されます

回答1枚につき
100円が
市民活動に
寄付されます

回答はこちらから
　　　もできます

川村学園
女子大学監修
トマトジャム入

川村学園
女子大学監修
トマトジャム入

「アビチャレQ」は、あびこ市民のチカラまつり2020の企画です。回答1枚につき100円が、市民のチカラまつり参加団体の活動支援のために寄付されます。
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けやきプラザ 2階

アビシルベ

Room.1

合唱…アンサンブル ルミエール
ナンプレ解説…アシの会
手話クイズ…手話サークルつくし野
シンポジウム「コロナ時代の市民活動」
…あびこ市民活動ネットワーク

伝統芸能…にこにこ会
活動紹介…モノオペラ
　　　　　「焼き場に立つ少年」を次世代に伝える会

活動紹介…ボーイスカウト我孫子第1団・第2団
活動紹介…NPO法人あびこ・シニア・ライフ・ネット
活動紹介…総合型地域スポーツクラブ
作品発表･･･ナチュラルモダンバレエスタジオ

Live.1　    9：00 ～ 9：40　【開会式】

Live.2　  11：30 ～12：30

Live.3　  14：30 ～15：30  【閉会式】

実行委員会のトーク、企画内容や動画の紹介、
会場の様子などのリアルタイム配信を行います。

市民のチカラまつり2020
YouTubeチャンネル

ポリ袋クッキングで美味しく楽しいスマートライフ…NPO食の会あびこ

あびじょ企画ミニ講座

竹灯ろう作りデモンストレーション&展示
…NPO法人 住みよいまちづくり研究所

我孫子にず～っと住み続けたくなる
ぶら～り散策
…我孫子の文化を守る会

アビスタ・
    ストリート会場

特設WEBサイト

参加団体インタビュー
参加団体が活動への思い、市民活動の魅力を語ります。

制服や学用品のリサイクルバザーです。

団体活動をポスターで展示しています。
各団体のキャッチコピーにご注目！

動画配信

LIVE配信

子ども簡単料理教室「作ってみよう！かんたんおやつ」…全国友の会 我孫子支部
10：00 ～11：30  【定員10名：小学生】

13：30 ～15：30  【定員15名】

Room.2

筑波大学発 おもしろふしぎ理科実験…小林正美先生（筑波大学）

子育て世代のしゃべりば！「あびこ×子育て×働く」トークセッション…あびじょカフェ
10：00 ～12：00  【定員10名】

13：30 ～15：00  【定員20名：小学生】

Room.3

「子どもを伸ばす親子のコミュニケーション講座」
講師：中村晴美（マザーズコーチング認定ティーチャー）

「3児のママ栄養士が伝える、幼児食で未来のカラダ作り」
講師：中田恵理（栄養士）
11：00 ～  【定員20名】

12：00 ～  【定員15名】

「子どもの心を育む本の選び方」
講師：辻岡望美（おはなしの樹 代表）

「3世代で学ぶ靴選び」
講師：荒井淳子（理学療法士）
13：00 ～  【定員10名】

14：00 ～ 【定員10名】

Zoom講座

【9月14日より随時アップ】

【9月27日】

     
       オンライン会場  どこからでも視聴参加できます！

第2ギャラリー

第1ギャラリー

※アビスタストリートと同一の掲示内容となります。

※品物はHPで確認、お申し込みの上で9月27日に
　受け取りに来てください。

ポスター展示

制服・学用品リサイクル…新日本婦人の会

けやきプ
ラザ

 8・9階
から

       オン
ライン配

信

団体活動をポスターで展示しています。
各団体のキャッチコピーにご注目！
※けやきプラザ2階と同一の掲示内容となります。

ポスター展示
我孫子を知るクイズ

けやきプラザ周辺会場
9/27 10:00～15:00（日）

9/14～27まで

【参加お申し込み方法】

【事前申込制：先着20人】

【事前申込制】

【事前申込制】

クイズに回答して市民活動を応援してください。回答1枚につき
100円が市民のチカラまつりに参加する団体に寄付されます。
我孫子にも詳しくなれるクイズに、ぜひ挑戦してください！

http://abikosks.org/

竹灯ろう作りのデモンストレーション、
作った竹灯ろうの展示・販売を行います。
11：00～14：00 …会場開催

…オンライン講座

…動画WEB配信

…WEBサイト

事前申し込みが必要な企画は、お電話または
メールであびこ市民活動ステーションまでお
申し込み下さい。定員になり次第締め切らせて
いただきます。

04-7165-4370
　  abikosks@themis.ocn.ne.jp

我孫子に関するクイズ30問を出題！
あなたは何問こたえられる？

あびこ市民活動ステーションでは、子育て世代の活動支援として、昨年度からママの交流カフェ事業「ママのマイタイム」をスタートさせました。今年度は、我孫子の女性を中心とした学び場「あびじょ（我美女）カフェ」となり、子育て、仕事、自己実現、まちづくりをテーマに、情報共有と学びを進めています。市民のチカラまつりでは、そこに集まったメンバーによる企画が立ち上がりました。

子ども向け・

ママ向け講座が

いろいろ！

って？って？
あびじょ企画
あびじょ企画
あびじょ企画

チャンネル登録
お願いします

子ども向け・

ママ向け講座が

いろいろ！

子ども向け・

ママ向け講座が

いろいろ！

ソーシャルディスタンスを保ち、少人数で嘉
納治五郎ゆかりのまち歩きを楽しみます。
9：15集合～12：00頃解散／小雨実施

ぎょうざの皮ピザ、とうふ入り白玉だんご

赤飯、さけのスペイン風オイル煮、なすキーマカレーなど8品を紹介

だがし屋で買えるおもちゃから、理科の心を育む人気講座。理科が苦手な子、歓迎！

9/27以降も
     見られます

市民のチカラまつりは、我孫子を暮らしやすく、
子育てを楽しめるまちにするために、自ら動く
人達が主宰する「まちづくり交流イベント」です。
今年はコロナ禍のために対面で行えないのが
残念ですが、子どもさんと一緒に参加できる
Zoom講座、ママ目線のZoom講座も
あるので、ぜひご参加ください。

このイベントをきっかけに市民活動に関心を
持ったら、「あびこ市民活動ステーション」
（けやきプラザ10階）をおたずねください。


