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土
日

常磐線

松戸
上野

我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団による素敵な演奏をお楽しみください。

24

白樺サロンのひととき

「アビシルベ」発行（月刊）

ふれあいホール

14

白樺サロンのひととき

〜京平を偲ぶ〜
14：00〜1 時間程度

学芸員による白樺派や民藝についてのトークと
学芸員によるトークと市民スタッフによる
市民スタッフによる柳兼子のピアノ生演奏を
ピアノ生演奏、朗読をお楽しみいただきます。
お楽しみいただきます。今回はクリスマス特別企画 原田京平を偲び（命日1月16 日）
、
「朗読とピアノのコラボレーション」 彼の短歌、妻睦の詩の朗読とピアノの
原田京平（我孫子時代）
コラボにてお送りします。
にて開催します。
場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン

CHIBA

所 けやきプラザ

日

14：00〜1 時間程度

ABIKO

入場料：1,000 円（全席自由）
販売所：軽喫茶ぽぽら（我孫子駅南口徒歩 1 分）
ブックマルシェ（あびこショッピングプラザ 3F の書店）
東京事務器（湖北駅南口）

1

〜 Xmas 〜

日

成田

千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝

12

成田線

柏

品川

問「我孫子市民コンサート実行委員会」山品 04-7132-4069

白樺文学館

東京

上野東京ライン

出演者：冨平 恭平（指揮）
我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団

14：00（13：30 開場）

取手

我孫子

我孫子インフォメーションセンター

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

ゆく年、くる年、準備号！

定員：20 名（要電話予約） 参加費：無料（ただし入館料がかかります）

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

鳥 の博 物 館

企画展

場所：２階 企画展示室

1

１２月９日（土）〜2018年１月１４日（日）

第７９回企画展「第 13 回友の会展」

てがたん

13「もっと知りたいカモのこと」10：00 〜 12：00

土

―みーつけた！ ツバメの巣―

博物館友の会が企画する市民参加型の展示です。友の会には
鳥凧同好会、デジカメ同好会、鳥絵同好会、見て歩こう会、
万葉集同好会があり、日頃の活動の成果を展示します。

1

8

月・祝

鳥凧教室
13：30 〜 15：30

鳥凧同好会オリジナルの
ポリ袋を使った鳥凧を作ります。

1

手賀沼には冬になるとカモの仲間が
多く渡ってきます。今回は、一年中
見られるカルガモについて掘り下げ
て観察してみましょう。

テーマトーク

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

12/15（金）18：00〜

アビスト de Night☆

〈福一〉うなきちさんのおやつ

会場：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）

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」

LIVE !

12/16（土）・17（日）

クリスマスマーケット

12/18（月）〜12/25（月）17：00

アートキャンドル＆プリザーブドフラワー展示

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

・我孫子をめぐる！
南口
アビシルベ
アビシルベ
さよなら酉年展
・鴨を食べる！
12/31（日）アビシルベ休館日
1/1（月）
・スタンプを集める！
新春ふるまい
1/7（日）
・景品をもらおう！ 〒270-1151
成人式記念「フリーフォトスポットご用意します！」
千葉県我孫子市本町2丁目2番6号
12/27（水）〜1/5（金）

我孫子駅

けやきプラザ

アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

・
・
・
・

1/9（火）12：00〜1/18（木）12：00まで

第71回 東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
4

アビプレ57号（2017年12月10日 発行）

〈安井家〉甘口昆布

〈Gallery Café＆Curry 紅屋〉スタミナカレー

はくせい

鳥の標本にはいろいろあります。研究に使われる剥製
標本とはどんなものでしょう？ 作り方をぬいぐるみを
使って簡単に説明します。お子さんにもおすすめです。

手賀沼湖畔で食す
「鴨料理キャンペーン 2017」
開催中！

懐かしの映画ポスター展 第16弾
〜星になったスター達〜

アビシルベ「成人式記念フォトスポット」

（山階鳥類研究所 自然誌研究室研究員）

13：30 〜 14：15（開場 13：15）

＊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。）

アビシルベ月間予定

あびこん

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

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

12/5（火）〜12/14（木）16：00まで

手賀大橋新春イベント

はくせい標本の作り方」
13「鳥の標本ってどんなもの？
講師：岩見恭子さん

土

会場：２階 多目的ホール
指導：鳥の博物館友の会 鳥凧同好会
対象：小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
対象：小学生以上（小学
2 年生以下は保護者同伴）
申込：鳥の博物館へ電話申し込み（１２月１６日から受付開始）
定員：先着１５組（１家族１つの製作）／参加費：無料（入館料別途）

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。毎月第二土曜日に開催しています。

国道 356 号

鴨料理キャンペーンは 2018 年 2 月 28 日まで。 TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014
みなさまのご応募お待ちしております！
www.abikoinfo.jp アビシルベ

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

・NEW！我孫子市ふるさと産品紹介パート②
「うなきちさんのおやつ」・「甘口昆布」
・Gallery Café＆Curry 紅屋
・初日の出を見に行こう！
・初日の出は手賀大橋
・年末年始のお買い物は、あびこ農産物直売所「あびこん」へ！
「年末大売出し」・「初売り」・「福引き」
・新春ふるまい
・成人式記念「フリーフォトスポットご用意します！」
・我孫子市民コンサート
・白樺文学館イベント情報
・鳥の博物館イベント情報
・手賀沼湖畔で食す「鴨料理キャンペーン 2017」開催中 Go to next page
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！我孫子市ふるさと産品に
W
NE

初日の出を見に行こう！

郷土我孫子にふさわしい土 産品
を「ふるさと 産品」と銘 打って、
その地元産品を育て、永く、広く
定着することで市内の産業を繁栄
させ、経 済 発 展を図る。我孫 子
市の 推 奨商品。それ が「我 孫 子
市ふるさと産品」です。

新しい仲間が加わりました！
その②

うなきちさんのおやつ
by 御菓子司

写真を撮るのにもぴったりの
おススメ スポットです！

・手賀大橋（千葉県道 8 号線我孫子若松交差点付近）
・手賀沼遊歩道（高野山新田地区手賀沼沿い）
・五本松公園（岡発戸字明門作 1408）
・利根川ゆうゆう公園（中峠地区利根川沿い）

甘口昆布

福一

by（有）安井家

年末年始のお買い物は、
あびこ農産物直売所
「あびこん」へ！

一個 130 円（税別）

もちふわな食感が癖になる人気の和菓子がふるさと産品に加わりました！
うなきちさんの焼き印がとってもキュート！ 中に入っている餡はこしあん・
ミルク・キャラメル・レモン・コーヒー・ももの６種類。どの味にしよう
か迷う楽しみもありますね！ もちろん全種類買うのも有！ ちょっとしたお
土産としても喜ばれそうです。

おいしさの原点は、素材へのこだわり。甘口昆布は最上級の昆
布（日高の一等昆布）をお口の中でトロリと溶ける程に柔らかく
煮上げました。気候や時間の微妙な変化など、素材の表情を吟
味し、秘伝のタレと伝統の手法でじっくり煮込んだ手作りの味・
伝統の風味をご賞味ください。引き出物やご贈答品にどうぞ。

所：千葉県我孫子市湖北台 8-6-2（ＪＲ成田線湖北駅南口徒歩 5 分）
営：9：00 〜 18：30 休：火曜日
問：04-7188-0160

所：千葉県我孫子市本町 3-5-1（ＪＲ我孫子駅南口徒歩 4 分）
営：9：00 〜 19：00 休：水曜日（7 月・12 月は無休）
問：0120-353-698

Gallery Café＆Curry
紅屋

2017 年 12 月

年末大売出し

2018

1 1

初日の出は手賀大橋
手賀大橋では新年を祝う初日の出イベントを開催します！

月 会場：手賀大橋（千葉県道 8 号線我孫子若松交差点付近）

12/28（木）・29（金）・30（土）
野菜や、お正月用のお花などを販売！お買い上げ 1,000 円ごとに 1 枚、
年明けに使える福引券を差し上げます。

昨年オープンした「Gallery Café＆Curry 紅屋」
はアートなご家族が経営するお店。お洒落な
店内で、こだわりのカレーとアート作品を楽
しむことができます。
看板メニューのカレーセットはカレーライス・
チャパティ・チャパティ用のカレーソース・ピ
クルスサラダ・ミニプリン・ドリンクが一度
に楽しめ、とってもお得。ドリンクのチョイ
スはチャイがオススメです。（食べきれない
チャパティはお持ち帰りも OK！）
店内の様々な場所に置かれたアート作品も必

初売り

1/5（金）・6（土）・7（日）

5 日 6 日はお汁粉の振る舞い、7 日は新年粥の振る舞いを行います。
あったかーいお汁粉＆新年粥で新しい年の健康を願いましょう！

福引抽選会

見！ 季節ごとに代わるので何回も足を運びた
またギャラリースペースも併設しており、様々
なアーティストの展示会を開催しています。

ぐっと寒さが増すこの季節、Gallery Café＆Curry 紅屋でゆったりほっこり過ごしてみませんか？
↑取
手

MAP
利根

川ゆ
うゆ
う公
市民体育館
園

古利根沼
川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

けやきプラザ 安井家

我孫子

白樺文学館

アビスタ
手賀沼公園

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

我孫子市役所
山階鳥類研究所

鳥の博物館
あびこん
手賀沼親水広場
手賀大橋

湖北

JR 成田線
湖北台
中央公園

我孫子
ゴルフ倶楽部

手賀沼遊歩道

湖北地区公民館

福一

新木

紅屋

布佐市民の森

宮の森公園

初日の出スポット

→
田

●は本紙に情報掲載のある場所です

今年も開催！
新春ふるまい

10：30 〜 おめでたい獅子舞・あったかい甘酒ふるまい
11：00 〜 うなきちさんのおやつ配布
（先着順※無くなり次第終了）

旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

2018

アビシルベで新しい年をお祝いしましょう！
手賀沼のうなきちさんもやってくる！
皆さまぜひお立ち寄りくださいね。

成

「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
◉土・日は鳥の博物館前経由のバスが運行。我孫子駅⇄天王台駅「鳥の博物館前」下車

月

川

佐

手賀沼

五本松公園

利根

1 1

布

道の駅
しょうなん

2

356
東我孫子

所 問 あびこ農産物直売所あびこん

千葉県我孫子市高野山新田 193 手賀沼親水広場 04-7168-0821

中央学院大学

←柏

初売りと同時開催！ 年末大売
出しでお配りした福引券で参
加できます。
ステキな景品盛りだくさん！
ぜひご参加ください。

くなってしまいます。

スタミナカレーセット 1,600 円（税込）
所：千葉県我孫子市湖北台 2-21-13（ＪＲ成田線湖北駅南口徒歩 20 分）
営：11：00 〜 19：00 休：月曜日・第 4 火曜日 駐：5 台有
問：Café / 090-6654-6590 Gallery / 090-9296-0075

所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」

1

成人式記念
日 「フリーフォトスポット
ご用意します！」
9：00 〜

7

費用：無料
成 人式記念式 典に合わせて
アビシルベではフリーフォト
スポットをご用意いたします。
金屏風を背景にうなきちさんと一緒に写真を撮りませんか？ 家族と、
友達と！ きっと素敵な記念になるはず！ 運気もうなぎ昇りうな〜！

所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」

3
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↑取
手
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初日の出スポット

→
田

●は本紙に情報掲載のある場所です

今年も開催！
新春ふるまい

10：30 〜 おめでたい獅子舞・あったかい甘酒ふるまい
11：00 〜 うなきちさんのおやつ配布
（先着順※無くなり次第終了）

旧井上家住宅
手賀沼フィッシングセンター

2018

アビシルベで新しい年をお祝いしましょう！
手賀沼のうなきちさんもやってくる！
皆さまぜひお立ち寄りくださいね。

成

「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
◉土・日は鳥の博物館前経由のバスが運行。我孫子駅⇄天王台駅「鳥の博物館前」下車

月

川

佐

手賀沼

五本松公園

利根

1 1

布

道の駅
しょうなん

2

356
東我孫子

所 問 あびこ農産物直売所あびこん

千葉県我孫子市高野山新田 193 手賀沼親水広場 04-7168-0821

中央学院大学

←柏

初売りと同時開催！ 年末大売
出しでお配りした福引券で参
加できます。
ステキな景品盛りだくさん！
ぜひご参加ください。

くなってしまいます。

スタミナカレーセット 1,600 円（税込）
所：千葉県我孫子市湖北台 2-21-13（ＪＲ成田線湖北駅南口徒歩 20 分）
営：11：00 〜 19：00 休：月曜日・第 4 火曜日 駐：5 台有
問：Café / 090-6654-6590 Gallery / 090-9296-0075

所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」

1

成人式記念
日 「フリーフォトスポット
ご用意します！」
9：00 〜

7

費用：無料
成 人式記念式 典に合わせて
アビシルベではフリーフォト
スポットをご用意いたします。
金屏風を背景にうなきちさんと一緒に写真を撮りませんか？ 家族と、
友達と！ きっと素敵な記念になるはず！ 運気もうなぎ昇りうな〜！

所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」

3

Vol.57（2017 年 12 月 10 日発行）

我孫子市民コンサート・３６
12
12
23 24「ファンタジー〜姫と悪魔と宇宙〜」
土
日

常磐線

松戸
上野

我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団による素敵な演奏をお楽しみください。

24

白樺サロンのひととき

「アビシルベ」発行（月刊）

ふれあいホール

14

白樺サロンのひととき

〜京平を偲ぶ〜
14：00〜1 時間程度

学芸員による白樺派や民藝についてのトークと
学芸員によるトークと市民スタッフによる
市民スタッフによる柳兼子のピアノ生演奏を
ピアノ生演奏、朗読をお楽しみいただきます。
お楽しみいただきます。今回はクリスマス特別企画 原田京平を偲び（命日1月16 日）
、
「朗読とピアノのコラボレーション」 彼の短歌、妻睦の詩の朗読とピアノの
原田京平（我孫子時代）
コラボにてお送りします。
にて開催します。
場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン

CHIBA

所 けやきプラザ

日

14：00〜1 時間程度

ABIKO

入場料：1,000 円（全席自由）
販売所：軽喫茶ぽぽら（我孫子駅南口徒歩 1 分）
ブックマルシェ（あびこショッピングプラザ 3F の書店）
東京事務器（湖北駅南口）

1

〜 Xmas 〜

日

成田

千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝

12

成田線

柏

品川

問「我孫子市民コンサート実行委員会」山品 04-7132-4069

白樺文学館

東京

上野東京ライン

出演者：冨平 恭平（指揮）
我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団

14：00（13：30 開場）

取手

我孫子

我孫子インフォメーションセンター

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

ゆく年、くる年、準備号！

定員：20 名（要電話予約） 参加費：無料（ただし入館料がかかります）

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

鳥 の博 物 館

企画展

場所：２階 企画展示室

1

１２月９日（土）〜2018年１月１４日（日）

第７９回企画展「第 13 回友の会展」

てがたん

13「もっと知りたいカモのこと」10：00 〜 12：00

土

―みーつけた！ ツバメの巣―

博物館友の会が企画する市民参加型の展示です。友の会には
鳥凧同好会、デジカメ同好会、鳥絵同好会、見て歩こう会、
万葉集同好会があり、日頃の活動の成果を展示します。

1

8

月・祝

鳥凧教室
13：30 〜 15：30

鳥凧同好会オリジナルの
ポリ袋を使った鳥凧を作ります。

1

手賀沼には冬になるとカモの仲間が
多く渡ってきます。今回は、一年中
見られるカルガモについて掘り下げ
て観察してみましょう。

テーマトーク

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

12/15（金）18：00〜

アビスト de Night☆

〈福一〉うなきちさんのおやつ

会場：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）

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」

LIVE !

12/16（土）・17（日）

クリスマスマーケット

12/18（月）〜12/25（月）17：00

アートキャンドル＆プリザーブドフラワー展示

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

・我孫子をめぐる！
南口
アビシルベ
アビシルベ
さよなら酉年展
・鴨を食べる！
12/31（日）アビシルベ休館日
1/1（月）
・スタンプを集める！
新春ふるまい
1/7（日）
・景品をもらおう！ 〒270-1151
成人式記念「フリーフォトスポットご用意します！」
千葉県我孫子市本町2丁目2番6号
12/27（水）〜1/5（金）

我孫子駅

けやきプラザ

アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

・
・
・
・

1/9（火）12：00〜1/18（木）12：00まで

第71回 東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
4

アビプレ57号（2017年12月10日 発行）

〈安井家〉甘口昆布

〈Gallery Café＆Curry 紅屋〉スタミナカレー

はくせい

鳥の標本にはいろいろあります。研究に使われる剥製
標本とはどんなものでしょう？ 作り方をぬいぐるみを
使って簡単に説明します。お子さんにもおすすめです。

手賀沼湖畔で食す
「鴨料理キャンペーン 2017」
開催中！

懐かしの映画ポスター展 第16弾
〜星になったスター達〜

アビシルベ「成人式記念フォトスポット」

（山階鳥類研究所 自然誌研究室研究員）

13：30 〜 14：15（開場 13：15）

＊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。）

アビシルベ月間予定

あびこん

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

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

12/5（火）〜12/14（木）16：00まで

手賀大橋新春イベント

はくせい標本の作り方」
13「鳥の標本ってどんなもの？
講師：岩見恭子さん

土

会場：２階 多目的ホール
指導：鳥の博物館友の会 鳥凧同好会
対象：小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
対象：小学生以上（小学
2 年生以下は保護者同伴）
申込：鳥の博物館へ電話申し込み（１２月１６日から受付開始）
定員：先着１５組（１家族１つの製作）／参加費：無料（入館料別途）

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。毎月第二土曜日に開催しています。

国道 356 号

鴨料理キャンペーンは 2018 年 2 月 28 日まで。 TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014
みなさまのご応募お待ちしております！
www.abikoinfo.jp アビシルベ

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

・NEW！我孫子市ふるさと産品紹介パート②
「うなきちさんのおやつ」・「甘口昆布」
・Gallery Café＆Curry 紅屋
・初日の出を見に行こう！
・初日の出は手賀大橋
・年末年始のお買い物は、あびこ農産物直売所「あびこん」へ！
「年末大売出し」・「初売り」・「福引き」
・新春ふるまい
・成人式記念「フリーフォトスポットご用意します！」
・我孫子市民コンサート
・白樺文学館イベント情報
・鳥の博物館イベント情報
・手賀沼湖畔で食す「鴨料理キャンペーン 2017」開催中 Go to next page

