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新年ちびっこ餅つき大会
21

常磐線

松戸

10：00 〜 14：00
（最後の餅つき開始時間は 13：00）
※雨天翌日順延

土

上野
東京
品川

みんなでついて食べよう！ ちびっ子餅つき体験を開催！
お汁粉のサービスもありますよ！
（お椀とお箸をお持ちください。ない場合は有料になります。）
その他、新春獅子舞や似顔絵コーナー、バルーンアート、
美味しい食事処等内容盛りだくさん！
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上野東京ライン
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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」発行（月刊）

所 あびこ農産物直売所「あびこん」

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

（手賀沼公園前から北柏方面へ 700ｍ）

白樺文学館

問 あびこ型「地産地消」推進協議会 04-7128-7770

1

サロントーク

15「原田京平を追う―故郷浜松・天竜の旅―」

日

場所：白樺文学館地階音楽室

イベント情報

「我孫子・白樺派」を継ぐ者原田京平。京平展第 3 弾「原田京平展―我孫子
を描きし画家―」の関連イベントとして学芸員によるトークイベントを開催し
ます。京平の故郷浜松・天竜を実際に訪れた学芸員による京平の日本画の世
界を中心に解説します。

1

28

土

1

29

場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
学芸員による白樺派や民藝についてのトークと市民スタッフによる
柳兼子のピアノ生演奏をお楽しみいただきます。今回は「冬」が
テーマです。

原田京平「阿多古風景」（京平実家風景）

朗読のひととき〜白樺派を知る③〜
場所：白樺文学館地階音楽室
１月の朗読のひとときは「白樺派を知る③」をテーマに開催します。
第 3 弾は志賀直哉について取り上げます。多彩なスタッフによる
朗読と、学芸員のトークをお楽しみください。

時 間‥14 時〜 15 時
定 員‥先着 20 名（要電話予約）
参加費‥無料（ただし入館料がかかります）

常設テーマ「白樺派と我孫子」
2 月 1 日（水）〜 9 月 24 日（日）

◆展示入れ替えに伴う休館のお知らせ◆

がんみょう

志賀直哉直筆「我孫子厂明旧居図」

柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、武者小路実篤をはじめとする白樺派文人が交流した我孫子。
常設テーマ「白樺派と我孫子」として文学館所蔵の白樺派の作品を紹介します。今回は我孫子の
志賀直哉邸の志賀直筆による図面の初展示ということで志賀直哉作品を中心に展示します。

1 月 31 日（火）は展示入れ替えのため
休館致します。

開館 9:30 〜 16:30（16:00 までに入館）／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／＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

今後のスケジュール
1/ 20（金）18：00 〜

アビスト de Night☆

最新情報はインターネットで！
HomePage アビシルベ または abikoinfo

LIVE !

アビシルベ または @ABISHIRUBE
abishirube または abikoinfo

試食だってOKな…
地どれ！朝どれ！あびこ菜！！ 第4弾

YouTube にて動画配信中！

1/24（火）〜 1/ 30（月）

ぼく、わたしの我孫子自慢
2/ 8（水）12：00 〜 2/14（火）16：00

平成28年度手賀沼ポスターコンクール
入選作品展示会
4

アビプレ46号（2017年1月10日 発行）

●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！

フランジパニ

洋食酒場 ARUKAS

我孫子市新春マラソン大会

新年ちびっこ餅つき大会

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」

@abishirube または @ABISHIRUBE

1/22（日）

＊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︒

日

白樺サロンのひととき〜冬〜

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

南口

けやきプラザ

アビシルベ
アビシルベ

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

〒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

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

・ちょっと早めの…バレンタインディナーおすすめ店舗紹介
・鳥の博物館 2/1（水）営業再開！ イベント情報
・節分特集「子の神大黒天」「竹内神社」
・我孫子市新春マラソン大会
・白樺文学館イベント情報

他
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バレンタインに素敵なひと時を
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鳥 の博 物 館

♥

再開＆イベント情報

2/1（水）に鳥の博物館は空調工事を終えて再開します。

第 77 回企画展 2 月 11 日（土）〜 6 月 25 日（日）
「鳥の子育て̶ジオラマで見る鳥の繁殖̶」

バレンタインディナーの予約は早めにしておくのがスマート。大好きな人のために格好よくきめたいですよね！
今回は我孫子駅北口に新しくオープンしたおすすめ店舗を紹介します。

アルーカス

場所：鳥の博物館 2 階 企画展示室

洋食酒場 ARUKAS

1

手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

14 冬鳥をじっくり観察しよう

土

2

手賀沼周辺での野鳥観察を行います。

気にならない木を気にしてみる
冬の散歩道

11

土
時間‥10：00〜
集合場所‥鳥の博物館
正面玄関
費用‥100 円（保険料）
あびこ自然観察隊
巣に入るツバメの
つがいのジオラマ

エビとマッシュルームのアヒージョ ７００円
牛ホホ肉の赤ワイン煮込み １,２００円

明るくカジュアルな店内、壁一面にはその日おススメのメニューがずらり！
バレンタインおススメ、牛ホホ肉の赤ワイン煮込みは思わずワインが欲しくなる一品。
ソースをバケットに付けて食べるのもいいですね！

営：16：00 〜 24：00
所：千葉県我孫子市我孫子 1-8-17 ル・ソルボンヌ 103
（ＪＲ常磐線我孫子駅北口徒歩 3 分）
問：04-7192-7222
休：日曜日・祝日
※価格はすべて税別

2017 年 1 月

鳥のくらしの一瞬を切り取って表現したジオラマ（生態展示）
は、物語性のある作品として鑑賞することができます。鳥に
とっての子育ては、一年のうちで最も大事なイベントです。次
の世代により多くの自分の子孫を残すために種ごとに進化し
た、さまざまな工夫がみられます。本企画展では、繁殖に関
わるジオラマや剥製を展示し、鳥たちの巧みな子育ての秘密
に迫ります。手賀沼周辺で見られる鳥の繁殖行動のみどころ
も紹介します。

オーイ！冬鳥くん

普段あまり気にならない木をじっくり観察してみましょう。
樹皮や、冬芽、樹形、樹皮で冬越しする生き物など、
冬にこそみられるものが見つけられるかもしれません。

2

12

日

手賀の丘の森や手賀沼湖畔で
冬鳥の観察をしてみよう！

時間‥9：00 〜 12：20（雨天中止）
集合時間‥8：45 までに鳥の博物館駐車場集合

（※バスで手賀の丘少年自然の家まで移動しますので、
時間厳守でお願いします）

定員‥先着 30 名（小学生以下は保護者同伴）
費用‥100 円（保険料）
持ち物‥筆記用具、防寒の服装、あれば双眼鏡
手賀沼に冬鳥として渡来するコガモ

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
フォアグラとイチジク入りパテドカンパーニュ ８００円

1

クレームブリュレ ４００円

フランジパニ

22 第 29 回 我孫子市新春マラソン大会

日

Asiancafe&Dining Frangipani
落ち着いた雰囲気の店内で頂く、エキゾチックなお料理で
一味違ったバレンタインを！

箱根駅伝へ参加した中央学院大学駅伝部の部員も参加！
観戦はメイン会場の湖北台中学校はもちろん、警察の白バイ二台の併走が楽しめる鳥の
博物館前もおすすめです。冬の寒さを吹き飛ばす熱いランナーの走りを応援しましょう！
（※ランナーのエントリーは締め切っております。）

スタート時間
9：50 〜 10：20
（※部門によってスタート時間が異なります）

所 湖北台中学校

千葉県我孫子市湖北台 6-9-1
JR 成田線湖北駅南口より徒歩 7 分

健味鶏のガイヤーン（健味鶏のタイ風照り焼き）１,３８０円

問 我孫子市体育協会 04-7187-7110
営：11：30 〜 15：30（L.O 15：00）
17：30 〜 23：00（L.O 22：15）
所：千葉県我孫子市我孫子 1-1-16
（JR 常磐線我孫子駅北口徒歩 1 分）
問：04-7184-8333
休：月曜日
※価格はすべて税込

写真提供：フォトクリエイト
当日の大会実施可否について
テレドーム 0180-991744（大会前日・当日のみ）

ガトーショコラの
フルーツ添え
５８０円

海老のココナッツグリーンカレー１,２８０円

異国情緒漂うお料理の数々に
会話もきっと盛り上がるはず！
辛さ等も調節可能なので安心して食べられますね。

2/3（金）は「節分」です。春を迎える大切な節目「立春」の前日にしっかり厄払いをしましょう！

↑取
手

子の神大黒天の節分会
護摩焚き 12：00 〜

イトーヨーカドー
あびこショッピングプラザ
←柏

ARUKAS

JR 常磐線 天王台

Frangipani

我孫子

白樺文学館

アビスタ

子どもの部 17：00 〜

大人の部 19：00 〜

まかれた餅に入ったくじで、地元のお米や日本酒などが当たります。
鳥居の前にたたずむ子連れ唐獅子は近隣には珍しく、子宝や子孫
繁栄の御神徳があるといわれています。

川

湖北
新木

山階鳥類研究所

湖北台中央公園

鳥の博物館

手賀沼

湖北台中学校

布佐市民の森

手賀沼遊歩道
手賀沼フィッシングセンター

竹内神社
佐

→

田
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

旧井上家住宅

宮の森公園

布

道の駅
しょうなん

竹内神社の節分祭

湖北地区公民館

JR 成田線

我孫子市役所

手賀沼親水広場

2

356
東我孫子

子の神大黒天

あびこん

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

利根

豆まき 13：00 頃〜

本尊の子之神は、特に腰下の疾患にご利益があるとされ、
境内には「金（かね）のわらじ」が奉納されています。

MAP
古利根沼

節分

●は本紙に情報掲載のある場所です

所 千葉県我孫子市寿 2-27-10

問 04-7182-2239

所 千葉県我孫子市布佐 1220

問 竹内神社 080-5435-2314
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再開＆イベント情報

2/1（水）に鳥の博物館は空調工事を終えて再開します。

第 77 回企画展 2 月 11 日（土）〜 6 月 25 日（日）
「鳥の子育て̶ジオラマで見る鳥の繁殖̶」

バレンタインディナーの予約は早めにしておくのがスマート。大好きな人のために格好よくきめたいですよね！
今回は我孫子駅北口に新しくオープンしたおすすめ店舗を紹介します。

アルーカス

場所：鳥の博物館 2 階 企画展示室

洋食酒場 ARUKAS
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手賀沼周辺の
自然観察会

てがたん

14 冬鳥をじっくり観察しよう

土

2

手賀沼周辺での野鳥観察を行います。

気にならない木を気にしてみる
冬の散歩道

11

土
時間‥10：00〜
集合場所‥鳥の博物館
正面玄関
費用‥100 円（保険料）
あびこ自然観察隊
巣に入るツバメの
つがいのジオラマ

エビとマッシュルームのアヒージョ ７００円
牛ホホ肉の赤ワイン煮込み １,２００円

明るくカジュアルな店内、壁一面にはその日おススメのメニューがずらり！
バレンタインおススメ、牛ホホ肉の赤ワイン煮込みは思わずワインが欲しくなる一品。
ソースをバケットに付けて食べるのもいいですね！

営：16：00 〜 24：00
所：千葉県我孫子市我孫子 1-8-17 ル・ソルボンヌ 103
（ＪＲ常磐線我孫子駅北口徒歩 3 分）
問：04-7192-7222
休：日曜日・祝日
※価格はすべて税別

2017 年 1 月

鳥のくらしの一瞬を切り取って表現したジオラマ（生態展示）
は、物語性のある作品として鑑賞することができます。鳥に
とっての子育ては、一年のうちで最も大事なイベントです。次
の世代により多くの自分の子孫を残すために種ごとに進化し
た、さまざまな工夫がみられます。本企画展では、繁殖に関
わるジオラマや剥製を展示し、鳥たちの巧みな子育ての秘密
に迫ります。手賀沼周辺で見られる鳥の繁殖行動のみどころ
も紹介します。

オーイ！冬鳥くん

普段あまり気にならない木をじっくり観察してみましょう。
樹皮や、冬芽、樹形、樹皮で冬越しする生き物など、
冬にこそみられるものが見つけられるかもしれません。

2

12

日

手賀の丘の森や手賀沼湖畔で
冬鳥の観察をしてみよう！

時間‥9：00 〜 12：20（雨天中止）
集合時間‥8：45 までに鳥の博物館駐車場集合

（※バスで手賀の丘少年自然の家まで移動しますので、
時間厳守でお願いします）

定員‥先着 30 名（小学生以下は保護者同伴）
費用‥100 円（保険料）
持ち物‥筆記用具、防寒の服装、あれば双眼鏡
手賀沼に冬鳥として渡来するコガモ

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
フォアグラとイチジク入りパテドカンパーニュ ８００円
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クレームブリュレ ４００円

フランジパニ

22 第 29 回 我孫子市新春マラソン大会

日

Asiancafe&Dining Frangipani
落ち着いた雰囲気の店内で頂く、エキゾチックなお料理で
一味違ったバレンタインを！

箱根駅伝へ参加した中央学院大学駅伝部の部員も参加！
観戦はメイン会場の湖北台中学校はもちろん、警察の白バイ二台の併走が楽しめる鳥の
博物館前もおすすめです。冬の寒さを吹き飛ばす熱いランナーの走りを応援しましょう！
（※ランナーのエントリーは締め切っております。）

スタート時間
9：50 〜 10：20
（※部門によってスタート時間が異なります）

所 湖北台中学校

千葉県我孫子市湖北台 6-9-1
JR 成田線湖北駅南口より徒歩 7 分

健味鶏のガイヤーン（健味鶏のタイ風照り焼き）１,３８０円

問 我孫子市体育協会 04-7187-7110
営：11：30 〜 15：30（L.O 15：00）
17：30 〜 23：00（L.O 22：15）
所：千葉県我孫子市我孫子 1-1-16
（JR 常磐線我孫子駅北口徒歩 1 分）
問：04-7184-8333
休：月曜日
※価格はすべて税込

写真提供：フォトクリエイト
当日の大会実施可否について
テレドーム 0180-991744（大会前日・当日のみ）

ガトーショコラの
フルーツ添え
５８０円

海老のココナッツグリーンカレー１,２８０円

異国情緒漂うお料理の数々に
会話もきっと盛り上がるはず！
辛さ等も調節可能なので安心して食べられますね。

2/3（金）は「節分」です。春を迎える大切な節目「立春」の前日にしっかり厄払いをしましょう！

↑取
手

子の神大黒天の節分会
護摩焚き 12：00 〜

イトーヨーカドー
あびこショッピングプラザ
←柏

ARUKAS

JR 常磐線 天王台

Frangipani

我孫子

白樺文学館

アビスタ

子どもの部 17：00 〜

大人の部 19：00 〜

まかれた餅に入ったくじで、地元のお米や日本酒などが当たります。
鳥居の前にたたずむ子連れ唐獅子は近隣には珍しく、子宝や子孫
繁栄の御神徳があるといわれています。

川

湖北
新木

山階鳥類研究所

湖北台中央公園

鳥の博物館

手賀沼

湖北台中学校

布佐市民の森

手賀沼遊歩道
手賀沼フィッシングセンター

竹内神社
佐

→

田
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

旧井上家住宅

宮の森公園

布

道の駅
しょうなん

竹内神社の節分祭

湖北地区公民館

JR 成田線

我孫子市役所

手賀沼親水広場

2

356
東我孫子

子の神大黒天

あびこん

杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

利根

豆まき 13：00 頃〜

本尊の子之神は、特に腰下の疾患にご利益があるとされ、
境内には「金（かね）のわらじ」が奉納されています。

MAP
古利根沼

節分

●は本紙に情報掲載のある場所です

所 千葉県我孫子市寿 2-27-10

問 04-7182-2239

所 千葉県我孫子市布佐 1220

問 竹内神社 080-5435-2314
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新年ちびっこ餅つき大会
21

常磐線

松戸

10：00 〜 14：00
（最後の餅つき開始時間は 13：00）
※雨天翌日順延

土

上野
東京
品川

みんなでついて食べよう！ ちびっ子餅つき体験を開催！
お汁粉のサービスもありますよ！
（お椀とお箸をお持ちください。ない場合は有料になります。）
その他、新春獅子舞や似顔絵コーナー、バルーンアート、
美味しい食事処等内容盛りだくさん！

柏

上野東京ライン

1

取手

我孫子

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

＝

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」発行（月刊）

所 あびこ農産物直売所「あびこん」

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

（手賀沼公園前から北柏方面へ 700ｍ）

白樺文学館

問 あびこ型「地産地消」推進協議会 04-7128-7770

1

サロントーク

15「原田京平を追う―故郷浜松・天竜の旅―」

日

場所：白樺文学館地階音楽室

イベント情報

「我孫子・白樺派」を継ぐ者原田京平。京平展第 3 弾「原田京平展―我孫子
を描きし画家―」の関連イベントとして学芸員によるトークイベントを開催し
ます。京平の故郷浜松・天竜を実際に訪れた学芸員による京平の日本画の世
界を中心に解説します。

1

28

土

1

29

場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
学芸員による白樺派や民藝についてのトークと市民スタッフによる
柳兼子のピアノ生演奏をお楽しみいただきます。今回は「冬」が
テーマです。

原田京平「阿多古風景」（京平実家風景）

朗読のひととき〜白樺派を知る③〜
場所：白樺文学館地階音楽室
１月の朗読のひとときは「白樺派を知る③」をテーマに開催します。
第 3 弾は志賀直哉について取り上げます。多彩なスタッフによる
朗読と、学芸員のトークをお楽しみください。

時 間‥14 時〜 15 時
定 員‥先着 20 名（要電話予約）
参加費‥無料（ただし入館料がかかります）

常設テーマ「白樺派と我孫子」
2 月 1 日（水）〜 9 月 24 日（日）

◆展示入れ替えに伴う休館のお知らせ◆

がんみょう

志賀直哉直筆「我孫子厂明旧居図」

柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、武者小路実篤をはじめとする白樺派文人が交流した我孫子。
常設テーマ「白樺派と我孫子」として文学館所蔵の白樺派の作品を紹介します。今回は我孫子の
志賀直哉邸の志賀直筆による図面の初展示ということで志賀直哉作品を中心に展示します。

1 月 31 日（火）は展示入れ替えのため
休館致します。

開館 9:30 〜 16:30（16:00 までに入館）／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／＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円

今後のスケジュール
1/ 20（金）18：00 〜

アビスト de Night☆

最新情報はインターネットで！
HomePage アビシルベ または abikoinfo

LIVE !

アビシルベ または @ABISHIRUBE
abishirube または abikoinfo

試食だってOKな…
地どれ！朝どれ！あびこ菜！！ 第4弾

YouTube にて動画配信中！

1/24（火）〜 1/ 30（月）

ぼく、わたしの我孫子自慢
2/ 8（水）12：00 〜 2/14（火）16：00

平成28年度手賀沼ポスターコンクール
入選作品展示会
4
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●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！

フランジパニ

洋食酒場 ARUKAS

我孫子市新春マラソン大会

新年ちびっこ餅つき大会

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」

@abishirube または @ABISHIRUBE

1/22（日）

＊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︒

日

白樺サロンのひととき〜冬〜

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

南口

けやきプラザ

アビシルベ
アビシルベ

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

〒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

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

・ちょっと早めの…バレンタインディナーおすすめ店舗紹介
・鳥の博物館 2/1（水）営業再開！ イベント情報
・節分特集「子の神大黒天」「竹内神社」
・我孫子市新春マラソン大会
・白樺文学館イベント情報

他
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