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」がお届けする月刊情報誌

日

郷土芸能祭

12:00 開演
（11.30 開場）
ゲスト／湖北台河童太鼓（オープニング）
出演／あびこふるさと会
古戸はやし連中
ひょっとこ睦
我孫子第四小学校伝統芸能クラブ
湖北小学校郷土芸能クラブ
布佐小学校郷土芸能クラブ
布佐中学校郷土芸能講座

我孫子駅南口 12 月 6 日（土）〜
天王台駅北口 12 月 1 日（月）〜
湖北駅 南口 11 月下旬〜
入場無料（全席自由）

所 湖北地区公民館
主 問 我孫子市教育委員会文化・スポーツ課℡ 04-7185-1601

第 11 回友の会展「親子で楽しむ手賀沼周辺の探鳥地：ワンダフル友の会ライフ」

アビコインフォメーションプレス

Abiko Information Press

毎年恒例の駅前のイルミネーション。
今年は、天王台駅北口も初めてライトアップ。

第 34 回

市内に古くから伝わる民俗芸能と︑
日本古来の伝統的な笛・太鼓による
お囃子の祭典﹁郷土芸能祭﹂
︒
今回も︑民俗芸能を伝承している市内
の団体のほか︑小・中学校の郷土芸能
クラブが参加します︒
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クリスマス
イルミネーション

手賀沼のうなきちさん

2014 年 12 月
Vol. 21

平成26年10月11日
平成26年12月13日
（土）
（土）
〜〜平成27年1月25日
平成27年1月12日（月
（日）
・祝）

手賀沼とその周辺には、毎年いろいろな鳥が来訪します。
今年も、ヤマシギやウミアイサなどの手賀沼としては珍しい鳥が観察されました。
この展示では、手賀沼周辺の探鳥地を９のポイントに分けて紹介したり、
各同好会（デジカメ同好会、みて歩こう会、鳥絵同好会、鳥凧同好会、万葉集同好会）
の日頃の活動による作品や様子を紹介します。
イベントのご案内 ★写真教室「野鳥を写そう」平成２７年１月１２日（月・祝）10:00〜12:30
※小学生以上の初心者対象、デジカメ持参

集
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Ｘ

〜我孫子の人気店がご用意する
とっておきのＸｍａｓケーキ

★「バードブローチを作ろう」平成２７年１月２５日（日）9:45〜11:30
（共に当日先着２０名、参加費無料、場所：鳥の博物館友の会ルーム）

所 問 我孫子市鳥の博物館
我孫子市高野山 234-3

℡ 7185-2212
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手
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懐かしの映画ポスター展 第 9 弾
〜さようなら・やすらかに星になったスター達〜

中央学院大学箱根駅伝応援展示

最終日は１7:00 まで

我孫子インフォメーションセンター

アビシルベ
また、
会おうな〜

）
うなきちさん
（手賀沼の

アビシルベ
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アビプレ21号（平成26年11月22日 発行）

我孫子駅

南口

苺のティアラ

最終日は１2:00 まで

※1月2日（金）
3日（土）
は休館します。

クリスマスの極上ディナー

http://www.ustream.tv/channel/abistream
けやきプラザ

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

・・
・・

ももの丘

→

田

成

月間予定

アビシルベ

緑
「鳥の博物館」「手賀沼親水広場」へは
道
◉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

メヌエット
スノーマン

佐

然

布

自

我孫子の情報発信基地

大集合！〜

開館時間：9:30 〜 16:30
休館日：月曜休館（月曜が休日の場合、次の平日）
入館料 一般 300 円／高校・大学生 200 円／中学生以下無料
３館共通券（杉村楚人冠記念館・白樺文学館の入館料がセットで割引）
一般 600 円／高校・大学生 400 円
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金

アビスト de Night☆
公開生放送！

18:00〜

国道 356 号

開館時間／9:00〜18:00 金・土・休前日は〜20:00
〒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

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

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

ビストロ ヴァンダンジュ

Bistoro vin-dange

ブラッスリー・ル・ポワロー

Brasserie Le Poireau
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大満足！至福の時間を約束する

クリスマスの極上ディナー

ブッシュ・ド・ノエル

スイス・フェルクリン社のココアを
使用し、ショコラのこくを小麦を使
用せず口溶けの良い生地にシャン
ティショコラ、シャンティフレーズ
を巻き込み切り株にしました。

SIZE 長さ 17cm￥3,450（税込）
▲メヌエット

Ｂｉｓｔｏｒｏ ｖｉｎ-ｄａｎｇｅ
（ビストロ ヴァンダンジュ）

シャンティ ショコラ

SIZE13.5cm￥3,000
15cm￥3,990
なめらかな口当たりにチョコの香り。
甘さを抑えたクリームをサンドしました。 18cm￥5,040
21cm￥6,040

（税込）

▲ももの丘

キャラメルアールグレー
4 号￥2,250
5 号￥3,300
6 号￥3,900
7 号￥4,850

☆プチノエルコース ￥5,400（税込）
期間：１２月２０日（土）〜２２日（月）
☆クリスマス限定バイキングディナー
大人￥4,000（税込）小学生￥1,000（税込）幼児無料
１２月２５日（木）限定

SIZE17.5cm
￥3,700（税別）
▲アビニヨン

（税別）

▲アビニヨン

SIZE17.5cm￥3,680（税別）
▲アビニヨン

ふわふわっとしたシャルロット生地に
苺クリームをサンドしました。◀ももの丘

SIZE
13.5cm¥2,900
15cm￥3,850
18cm￥4,930
21cm￥5,940

フランスのクリームチーズを
使用したフロマージュブラン
の中に、そのべ農園さんの
苺で作ったムースをつめ、
親しみのあるスノーマン
に仕上げました。

所：我孫子市湖北台 1-13-18
（ＪＲ成田線湖北駅南口から徒歩２分）
電話番号：04-7187-6766
営業時間：11:30 〜 15:00、
17:30 〜 21:30（オーダーストップ）
座席数：４０席
定休日：年中無休（12 月 31 日、元日を除く）
※ランチ禁煙、ディナー喫煙

（税込）

（税込）

▲メヌエット

湖北台店 TEL. 04-7188-5543
所：我孫子市湖北台 1-18-3（JR 成田線湖北駅南口下車徒歩 1 分）
営業時間：9:00 〜 19:30
我孫子店 TEL. 04-7183-1122
所：我孫子市我孫子 4-1-7 パークヒルズ我孫子（JR 我孫子駅北口徒歩２分 ）
営業時間：10:00 〜 19:30
定休日：共に年中無休（12/26、元日を除く）
☆予約方法：店頭のみ（電話不可）
☆予約期間：受付中〜 12/15（月）※一部商品は 12/20（土）まで受付
☆予約特典：バースデーケーキ１０％OFF 券プレゼント
湖北台店
我孫子店

2

★

北口
我孫子駅

アビニヨン

TEL.04-7182-0501
所：我孫子市天王台 1-1-30
（JR 天王台駅南口より徒歩２分）
営業時間：9:00 〜 20:00
定休日：木曜日（ただし祝日、12/18、25 は営業）
、
元日
☆予約方法：店頭、電話可
☆予約期間：受付中〜限定数になり次第終了
☆予約特典：12/19
（金）までにご予約された方
に素敵なプレゼントあり

菓子工房

カスミ

クリスマスムードを盛り上げてくれる、
お洒落なフランスの田舎風インテリア

★

ビストロ ヴァンダンジュ

おせち料理 和 ３段重 32,400 円（税込）
約１８×１８× 高さ５cm

我孫子駅

我孫子駅

南口

南口

南口

★

R356

南口

12 月 24 日（水）25 日（木）の二日
間 は 恒 例 の クリスマスディナ ー
（¥4,000）
。今年は鹿肉のステーキ
をメインとしたコースです。小出シェ
フ自慢の料理をご堪能ください。

おせち料理
ご予約承り中

ももの丘

TEL/FAX.04-7184-0351
所：我孫子市白山 2-1-18
（JR 我孫子駅南口より徒歩 5 分）
営業時間：10:00 〜 19:00
（ただし日・祝日は 18 時まで）
定休日：月曜日 ( ただし 12/15、22 は営業）、
12/17（水）、18（木）、元日
☆予約方法：店頭、FAX 可
☆予約期間：受付中〜 12/16（火）
ただし、限定数になり次第終了

天王台駅

★

湖北駅

創業 135 年の割烹『鈴木屋』。一品一品に手をかけ時間をかけた
料亭のおせちを木の香薫る杉の重箱にぎっしりお詰めしてお届けします。

ベルギー・カレボー社の高級クーベルチュールを
美味しく濃厚なムースに仕立て、しっかりと味わい
のある生地と合わせたコクと旨味のあるケーキ。

メヌエット

↑ディナーコース￥1,800（税込）
牛肉の赤ワイン煮 イチジクのコンポート添え

鈴木 屋

サマナ SIZE15cm￥3,450（税込）◀メヌエット

★

北口

我孫子駅

東京青山で２５年親しまれたカジュアルフレンチの店が
湖北へ引っ越してきて５年。地場野菜をたっぷり使った
ヘルシーな料理をリーズナブルに提供しています。
昼夜とも、お好きなメニューにプラス５００円で、
デザート盛り合わせが付いたセットメニューになります。

苺のティアラ

SIZE15cm￥3,500

南口

ファミリー
マート

Brasserie Le Poireau

バニラを使用したマロン
クリームとトンカ豆チョコ
クリームにクレームブリュ
レカシスを閉じ込めました。

湖北駅

★

ブラッスリー・ル・ポワロー

カシスマロン

スノーマン

営業時間：ランチ 11:30 〜 15:00（LO 14:00）
ディナー平日 18:00 〜 23:00（LO 21:30）
土・日・祝日 17:30 〜 23:00（LO 21:30）
座席数：テーブル３0 席、カウンター８席
定休日：火曜日 ※12 月 23 日（火）は営業
※ ランチ禁煙、ディナー カウンターのみ喫煙

〜クリスマスメニューいろいろご用意〜

アールグレーチョコ
クリームとオレンジ
入りキャラメルソースと
キャラメルナッツの
マリアージュ。

生クリーム苺サンド

明るく居心地の良い空間
↑クリスマスディナー ￥8,000（税込） ※写真は昨年度のものです。
期間：１２月２０日（土）〜２４日（水）
予定メニュー【前菜】鹿のパテと蝦夷豚のハムの盛り合わせ
所：我孫子市我孫子 1-8-18 ラ・セーヌ２Ｆ
【お魚】オマール海老のドリア仕立て
（ＪＲ我孫子駅北口徒歩３分）
【メイン】宮崎牛フィレ肉のステーキフォアグラのソテー添え 電話番号：04-7185-5800（予約がおすすめ）

リーズナブルでボリュームたっぷりが
嬉しい、気取らないフレンチレストラン。
ランチは１６００円のコース
（前菜、メイン、デザート）から。
素材の美味しさが味わえると
評判の人気ビストロです。

★
R356

おせち料理

和

一段 12,000 円（税込）
約 19.6×19.6× 高さ 5cm

※限定数になり次第締め切り。お渡しは店頭または配送で。
お届け日：１２月３０日・３１日午後４時まで。
（お届け時間の指定はご容赦下さい。）
所：我孫子市寿 1 丁目 10-21（ＪＲ我孫子駅より徒歩 6 分）
電話番号：04-7182-0002 ／ＦＡＸ04-7184-0077
駐車場：あり
営業時間：9:00 〜 19:30
定休日：年中無休（１月１日〜５日を除く）

フレンチボックス（おせち）一段 16,000 円（税込）
（約３０×３０× 高さ５cm） デザート、パン付き
※１００個限定。売切れの際はご容赦ください。
お渡し日：１２月３１日（水）
お渡し時間：10：00 〜 14：00 お渡し場所：店頭
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をメインとしたコースです。小出シェ
フ自慢の料理をご堪能ください。

おせち料理
ご予約承り中

ももの丘

TEL/FAX.04-7184-0351
所：我孫子市白山 2-1-18
（JR 我孫子駅南口より徒歩 5 分）
営業時間：10:00 〜 19:00
（ただし日・祝日は 18 時まで）
定休日：月曜日 ( ただし 12/15、22 は営業）、
12/17（水）、18（木）、元日
☆予約方法：店頭、FAX 可
☆予約期間：受付中〜 12/16（火）
ただし、限定数になり次第終了

天王台駅

★

湖北駅

創業 135 年の割烹『鈴木屋』。一品一品に手をかけ時間をかけた
料亭のおせちを木の香薫る杉の重箱にぎっしりお詰めしてお届けします。

ベルギー・カレボー社の高級クーベルチュールを
美味しく濃厚なムースに仕立て、しっかりと味わい
のある生地と合わせたコクと旨味のあるケーキ。

メヌエット

↑ディナーコース￥1,800（税込）
牛肉の赤ワイン煮 イチジクのコンポート添え

鈴木 屋

サマナ SIZE15cm￥3,450（税込）◀メヌエット

★

北口

我孫子駅

東京青山で２５年親しまれたカジュアルフレンチの店が
湖北へ引っ越してきて５年。地場野菜をたっぷり使った
ヘルシーな料理をリーズナブルに提供しています。
昼夜とも、お好きなメニューにプラス５００円で、
デザート盛り合わせが付いたセットメニューになります。

苺のティアラ

SIZE15cm￥3,500

南口

ファミリー
マート

Brasserie Le Poireau

バニラを使用したマロン
クリームとトンカ豆チョコ
クリームにクレームブリュ
レカシスを閉じ込めました。

湖北駅

★

ブラッスリー・ル・ポワロー

カシスマロン

スノーマン

営業時間：ランチ 11:30 〜 15:00（LO 14:00）
ディナー平日 18:00 〜 23:00（LO 21:30）
土・日・祝日 17:30 〜 23:00（LO 21:30）
座席数：テーブル３0 席、カウンター８席
定休日：火曜日 ※12 月 23 日（火）は営業
※ ランチ禁煙、ディナー カウンターのみ喫煙

〜クリスマスメニューいろいろご用意〜

アールグレーチョコ
クリームとオレンジ
入りキャラメルソースと
キャラメルナッツの
マリアージュ。

生クリーム苺サンド

明るく居心地の良い空間
↑クリスマスディナー ￥8,000（税込） ※写真は昨年度のものです。
期間：１２月２０日（土）〜２４日（水）
予定メニュー【前菜】鹿のパテと蝦夷豚のハムの盛り合わせ
所：我孫子市我孫子 1-8-18 ラ・セーヌ２Ｆ
【お魚】オマール海老のドリア仕立て
（ＪＲ我孫子駅北口徒歩３分）
【メイン】宮崎牛フィレ肉のステーキフォアグラのソテー添え 電話番号：04-7185-5800（予約がおすすめ）

リーズナブルでボリュームたっぷりが
嬉しい、気取らないフレンチレストラン。
ランチは１６００円のコース
（前菜、メイン、デザート）から。
素材の美味しさが味わえると
評判の人気ビストロです。

★
R356

おせち料理

和

一段 12,000 円（税込）
約 19.6×19.6× 高さ 5cm

※限定数になり次第締め切り。お渡しは店頭または配送で。
お届け日：１２月３０日・３１日午後４時まで。
（お届け時間の指定はご容赦下さい。）
所：我孫子市寿 1 丁目 10-21（ＪＲ我孫子駅より徒歩 6 分）
電話番号：04-7182-0002 ／ＦＡＸ04-7184-0077
駐車場：あり
営業時間：9:00 〜 19:30
定休日：年中無休（１月１日〜５日を除く）

フレンチボックス（おせち）一段 16,000 円（税込）
（約３０×３０× 高さ５cm） デザート、パン付き
※１００個限定。売切れの際はご容赦ください。
お渡し日：１２月３１日（水）
お渡し時間：10：00 〜 14：00 お渡し場所：店頭

3

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」がお届けする月刊情報誌

日

郷土芸能祭

12:00 開演
（11.30 開場）
ゲスト／湖北台河童太鼓（オープニング）
出演／あびこふるさと会
古戸はやし連中
ひょっとこ睦
我孫子第四小学校伝統芸能クラブ
湖北小学校郷土芸能クラブ
布佐小学校郷土芸能クラブ
布佐中学校郷土芸能講座

我孫子駅南口 12 月 6 日（土）〜
天王台駅北口 12 月 1 日（月）〜
湖北駅 南口 11 月下旬〜
入場無料（全席自由）

所 湖北地区公民館
主 問 我孫子市教育委員会文化・スポーツ課℡ 04-7185-1601

第 11 回友の会展「親子で楽しむ手賀沼周辺の探鳥地：ワンダフル友の会ライフ」

アビコインフォメーションプレス

Abiko Information Press

毎年恒例の駅前のイルミネーション。
今年は、天王台駅北口も初めてライトアップ。

第 34 回

市内に古くから伝わる民俗芸能と︑
日本古来の伝統的な笛・太鼓による
お囃子の祭典﹁郷土芸能祭﹂
︒
今回も︑民俗芸能を伝承している市内
の団体のほか︑小・中学校の郷土芸能
クラブが参加します︒
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クリスマス
イルミネーション

手賀沼のうなきちさん

2014 年 12 月
Vol. 21

平成26年10月11日
平成26年12月13日
（土）
（土）
〜〜平成27年1月25日
平成27年1月12日（月
（日）
・祝）

手賀沼とその周辺には、毎年いろいろな鳥が来訪します。
今年も、ヤマシギやウミアイサなどの手賀沼としては珍しい鳥が観察されました。
この展示では、手賀沼周辺の探鳥地を９のポイントに分けて紹介したり、
各同好会（デジカメ同好会、みて歩こう会、鳥絵同好会、鳥凧同好会、万葉集同好会）
の日頃の活動による作品や様子を紹介します。
イベントのご案内 ★写真教室「野鳥を写そう」平成２７年１月１２日（月・祝）10:00〜12:30
※小学生以上の初心者対象、デジカメ持参

集
特
キ
ー
ケ
s
a
m

Ｘ

〜我孫子の人気店がご用意する
とっておきのＸｍａｓケーキ

★「バードブローチを作ろう」平成２７年１月２５日（日）9:45〜11:30
（共に当日先着２０名、参加費無料、場所：鳥の博物館友の会ルーム）

所 問 我孫子市鳥の博物館
我孫子市高野山 234-3

℡ 7185-2212

↑取
手

●は本紙に情報掲載のある場所です

利根

JR 常磐線
我孫子

天王台
東我孫子

子之神大黒天

旧村川別荘

い緑道

手賀沼自然ふれあ

市民体育館

アビニヨン

川

川ゆ

うゆ

う公

キャラメルアールグレー

園

356

けやきプラザ
アビシルベ
八坂神社 三樹荘跡
志賀直哉邸跡
天神山緑地
あびこん アビスタ
手賀沼公園
白樺文学館
杉村楚人冠
記念館

北千葉導水
ビジターセンター

利根

古利根沼

川村学園
女子大学

←柏

谷津ミュージアム

湖北

JR 成田線

我孫子
ゴルフ倶楽部

我孫子市役所
山階鳥類研究所 高野山
桃山公園
鳥の博物館
手賀沼親水広場
手賀沼
（水の館）
道の駅 満天の湯
手
賀
しょうなん
沼

湖北地区公民館

気象台公園

新木

将門神社

湖北台
中央公園

葺不合神社

宮の森公園
竹内神社
布佐市民の森
旧井上家住宅
近隣センター
ふさの風

五本松公園
手賀沼遊歩道

ふ

れ

手賀沼フィッシングセンター

あ

い

12月1日
（月）
〜12月18日
（木）

12月21日
（日）
〜2015年1月4日
（日）

懐かしの映画ポスター展 第 9 弾
〜さようなら・やすらかに星になったスター達〜

中央学院大学箱根駅伝応援展示

最終日は１7:00 まで

我孫子インフォメーションセンター

アビシルベ
また、
会おうな〜

）
うなきちさん
（手賀沼の

アビシルベ

4

アビプレ21号（平成26年11月22日 発行）

我孫子駅

南口

苺のティアラ

最終日は１2:00 まで

※1月2日（金）
3日（土）
は休館します。

クリスマスの極上ディナー

http://www.ustream.tv/channel/abistream
けやきプラザ

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

・・
・・

ももの丘

→

田

成

月間予定

アビシルベ

緑
「鳥の博物館」「手賀沼親水広場」へは
道
◉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

メヌエット
スノーマン

佐

然

布

自

我孫子の情報発信基地

大集合！〜

開館時間：9:30 〜 16:30
休館日：月曜休館（月曜が休日の場合、次の平日）
入館料 一般 300 円／高校・大学生 200 円／中学生以下無料
３館共通券（杉村楚人冠記念館・白樺文学館の入館料がセットで割引）
一般 600 円／高校・大学生 400 円

12 19
金

アビスト de Night☆
公開生放送！

18:00〜

国道 356 号

開館時間／9:00〜18:00 金・土・休前日は〜20:00
〒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

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

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

ビストロ ヴァンダンジュ

Bistoro vin-dange

ブラッスリー・ル・ポワロー

Brasserie Le Poireau

