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白樺文学館

白樺の調べ「和解」を読む

常磐線

「稲村雑談―白樺派と我孫子―」

—第 8 回̶

松戸

3

17 14：00〜15：00

24

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）

定員：なし（予約不要）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝

日

杉 村楚 人冠 記念館

東京
品川

14：00〜15：00

日

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
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

上野

我孫子

上野東京ライン

志賀直哉「稲村雑談」にあやかり、同名の学芸員による
展示解説です。好評につき、毎月 1 回開催となりました。
白樺派のこと、近代の我孫子のことを知りたい方は是非
ご参加ください。

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏、
学芸員の軽快なトークをお楽しみいただきます。
ピアノの演奏テーマは「春の旅」です。
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取手

学芸員ギャラリートーク

電話：04-7185-2192

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）
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

講演会
「三島海雲、杉村楚人冠、そしてカルピス」

企画展
「三島海雲と杉村楚人冠
〜カルピスと友情の物語」
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20

土

第一部 山川徹氏（ノンフィクションライター）講演
第二部 山川徹氏、
福田正彦氏（日本ミネラルウォーター協会技術顧問）対談

13：00〜 所

3月12日（火）〜5月12日（日）

アビスタ ホール

千葉県我孫子市若松 26-4

カルピスを作った三島海雲とは、どういう人物であったのか、
楚人冠との関係は？
（小学館）著者の山川徹氏と、
『カルピスを作った男 三島海雲』
生前の三島を知る元社員の福田正彦氏に、語っていただきます。

今年の七夕に発売 100 周年を迎えるカルピス。
その開発者三島海雲が生涯の師と慕ったのが杉村楚人冠
でした。この二人を中心にカルピス草創期を支えた友人関
係を紹介します。

紅龍閣のエビそば

参加申し込み：杉村楚人冠記念館（７１８２-８５７８）
4 月 2 日以降受付（要予約・先着順 100 人）

カルピス創業者 三島海雲
（三島海雲記念財団提供）

煮干中華そば のじじ R の煮干中華そば NORMAL

中華料理 清華のラーメン

開館 9:00 〜 16:30（入館は 16:00 まで） 休館 月曜日（4 月 29 日、5 月 6 日除く）、5 月 7 日、5 月 8 日
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5 電話：04-7182-8578 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

テーマトーク 山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

第８3 回企画展

「ヤンバルクイナ野生復帰の現状と課題
16
〜放鳥の技術開発から〜」
土
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「てがたん展」
2月2日（土）〜6月16日（日）
場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

2004 年から始まった鳥
の博物館の自然観察会
「てがたん」は2018年度
で 15 年目を迎えます。
参加者の皆さんと一緒に作ってきた観察記録をもとに、
我孫子の様々な生き物たちを紹介します。

講師：尾崎清明さん（（公財）山階鳥類研究所副所長）
外来種マングースやノネコなどの影響で、ヤンバルクイナの
絶滅が危惧され、環境省などは生息状況の把握、外来種の
除去などを図っています。また、野生個体数の減少に備えて、
人口飼育下での繁殖と野生復帰技術の確立を目指していま
す。野生復帰のための試験放鳥の最新情報と、今後の課題
についてお話します。

あびこ桜キャンペーン

市民観桜会

菜の花畑散策と頭の体操

菜の花まつり

時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15） 申込：不要（当日先着５０名）
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール
参加費：無料（入館料別途）

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
＊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

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

3／15（金）18：00〜

アビシルベ または @ABISHIRUBE

アビスト de Night☆ LIVE !
3／16（土）10：00〜16：00

あびマルシェ
〜書道十段手描きイラストレーター
ゆり先生の筆ペン教室〜
（要予約・アビシルベまでお問い合わせください）

あびこの桜いろいろ
4

アビプレ72号（2019年3月10日 発行）

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
abishirube または abikoinfo

3／19（火）〜 31（日）15：00まで

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

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！

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1番10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

〇我孫子らーめん紀行〈紅龍閣

煮干中華そば のじじ R

中華料理 清華〉

〇あびこ桜キャンペーン 2019 〜あびこで紡ぐ桜の思い出〜
〇第 16 回市民観桜会
〇菜の花畑散策と頭の体操
〇菜の花まつり
〇我孫子市三館イベント情報

Go to next page
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＊価格は全て税込です。
＊QR コードを読み取ると
紹介動画がご覧頂けます。

我孫子らーめん紀行
第7弾

あびこ桜キャンペーン 2019 〜あびこで紡ぐ桜の思い出〜
所

手賀沼遊歩道（手賀沼親水広場デッキ周辺 ※手賀沼カッパ像前）

紅龍閣 布佐店

問 Tel.04-7189-3321
エビそば

＜桜ライトアップ＞ 3 月 23 日（土）〜 4 月 7 日（日）

問 公園緑地課℡04-7185-1111（内線 561）

＜米舞亭 営業延長＞
市内商業者による出店をお楽しみいただけます。
・出店日…桜ライトアップ期間中 10 時〜 20 時

布佐駅

休 無休

桜ライトアップに合わせ「旬菜厨房 米舞亭」の営業時間が延長されます。
ちょっと一休みにぴったりです。ぜひご利用ください。
・延長日…ライトアップ期間中の金・土・日 ※開花状況により変更あり
・延長時間…17 時〜 20 時 30 分
・提供メニュー…飲物や軽食（延長時間内は限定メニューとなります。）

＜市内商業者出店＞

東口

営 11：00〜22：00

780 円

遊歩道の桜をライトアップすることで、幻想的な水辺空間を演出します。
・ライトアップエリア…手賀沼親水広場デッキ周辺の手賀沼遊歩道、
約 80m の区間に 30 基のライトを設置します。
・時間…日没〜 21 時 ※開花状況により開催日時が変更になる場合がございます。

※天候等の事情により出店が無い場合もございます。予めご了承ください。

問 商業観光課℡04-7185-1111（内線 505）

4
台田

6

所 千葉県我孫子市根戸 1738-2
問 Tel.04-7157-0555
営 平日・土曜 11：00 〜 15：30
17：30 〜 21：30
日曜・祝日は 21：00 まで

煮干中華そば NORMAL

ラーメン

750 円

休 月曜日

天王台で愛される中華料理店。広い店内は子供連れや女性も入り
やすい雰囲気です。
定番の「ラーメン（600 円）」は鶏油が香る昔ながらのあっさりしょうゆ味。
ほっと安心する美味しさです。その他自家製の山椒油を使った「麻婆豆腐
（中 1200 円）」や「焼き餃子 (6 個 450 円 )」もおススメ。
ほとんどのメニューの野菜を自身の畑で育てているため、季節ごとの新鮮
な味を楽しむことができます。こだわりの中華を召し上がれ！

600 円

所 千葉県我孫子市柴崎台 4-5-15

ビッグエー

問 Tel.04-7185-1234
営 11：00 〜 14：30
16：30 〜 21：00

休 火曜日

川ゆ

川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

白樺文学館
杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

手賀沼公園

アビスタ

356
東我孫子

子の神大黒天
我孫子市役所
山階鳥類研究所

鳥の博物館

JR 成田線

湖北

菜の花畑の小道を巡り、途中の「なぞなそ問題」で頭を動かせながら
散策を楽しみもう！ 子どもも大人も楽しめる春のイベントです！

う公

園

利根

川

新木

布佐市民の森

五本松公園

所 千葉県我孫子市根戸新田字船戸
（手賀沼ふれあいライン沿い、JR 我孫子駅南口徒歩約 30 分）

旧井上家住宅
佐

手賀沼フィッシングセンター

●は本紙に情報掲載のある場所です

→

田
成

「水の館」「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。
◉平日は天王台駅北口から「水の館」行きアイバスが運行。
◉土・日・祝は我孫子駅南口と天王台駅南口を結ぶ阪東バスが運行、「鳥の博物館前」下車 。

我孫子ゴルフ倶楽部

千葉県我孫子市岡発戸 1110

※参加費は保険料などの運営費として、「我孫子の景観を育てる会」に納入されます。

菜の花まつり 開催のお知らせ
3 月 16 日（土）
・17 日（日）
・23 日（土）
・24 日（日）
（雨天及び生育状況によって中止の場合あり）
根戸新田の畑に栽培してい
る菜の花が、3 月中旬ころ
から見ごろになり、今年も
菜の花まつりを開催します。
イベント当日は、菜の花の
摘 み 取り（有 料）や 野 菜 の
即売会などのイベントを実
施しますので、皆様のご来
場を開催者一同心よりお待
ちしております。

※3 月 17 日の午後１時頃に手賀沼のうなきちさんが遊びに来るよ！

宮の森公園

布

手賀沼

うゆ

湖北地区公民館

我孫子
ゴルフ倶楽部

水の館〈あびこん / プラネタリウム〉
手賀沼遊歩道
手賀沼親水広場

道の駅
しょうなん

2

市民体育館

所

￥ 100 円（小学生以下無料）事前申込み不要

協力：我孫子ゴルフ倶楽部

〜 15：00
3 月 21 日（木）〜24 日（日） 10：00
※雨天順延

北口

↑取
手

あびこ市民プラザ

北柏ふるさと公園

主催 問 我孫子の景観を育てる会℡090-6034-9149 後援：我孫子市

菜の花畑散策と頭の体操

天王台駅

利根

古利根沼

根戸新田

※駐車場は五本松運動広場駐車場をご利用ください。（約１００台収容）
※クラブハウス側の正面入り口からは入れませんので、
五本松公園向かい側奥の特設入口から入場してください。
※場内で喫煙、飲食、ペット持ち込み、ゴルフなどの球技はできません。
（清涼飲料水可）
※運動靴、ウォーキングシューズを着用してください。

MAP

中央学院大学

けやきプラザ

10：00 〜 16：00（入場は 15：00 まで）雨天中止

（社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース内の見事な桜を楽しめます。
公開する１３番・１６番ホールとその周辺には、特に見事なソメイヨシノの
大樹があり、フェアウェイに沿った、松の緑と桜の薄桃色のコントラストは、
目を見張るほどです。
ウグイスとコカリナ（木製のオカリナ）の音色を聞きながら、フェアウェイ
をゆったりと散策しませんか。

北星神社
北柏駅

中華料理 清華

我孫子

1 第１6 回 市民観桜会

月

スープは臭みがなく、固めのストレート麺
との相性抜群！ さらに、
「CONTINUE（追
い玉 200 円）」にはダブルの魚粉がたっぷ
りで、香りがガツンと広がります。この香
りは癖になりそう！
「都内にも負けないラーメンを！」と語る店
主も魅力のお店です。

←柏

問 米舞亭℡04-7168-0504

煮干中華そば のじじ R 我孫子店

煮干出汁にこだわり有！ スープの煮干濃度
を 3 種類から選ぶことができます。
全 国から厳 選した 3 種 類の 煮干で取った

第9弾

3/30（土）・31（日）にはイベントを開催します。→

手賀沼遊歩道の桜並木をライトアップし、手賀沼の魅力ある水辺空間を演出します。
また、水の館では市内商業者による出店や、「旬菜厨房 米舞亭」の延長営業も行います！
地元布佐の人気店！ 家庭的で落ち着くお店には頻繁に通ってしまう
常連客も多いとか。
おススメの一品は「エビそば（780 円）」！
こだわりの麺に合うあっさりスープには野菜がたっぷりで、食べ終わ
るまで熱々をキープしてくれるとろみ餡なのも嬉しいですね！
その他「台湾チャーハン（580 円）」など豊富なメニューも盛りだく
さんです。
栄橋
所 千葉県我孫子市布佐 2602-1
356

第8弾

2019 年 3 月

所 千葉県我孫子市根戸新田
（手賀沼ふれあいライン沿い、JR 我孫子駅南口下車徒歩約 25 分）

問 NPO 法人手賀沼トラスト℡090-9853-3862（桐石さん）

問 農政課℡04-7185-1111（内線 312）

￥ 無料

￥ 入場無料

※手賀沼ファーム駐車場・あびこ農産物直売所あびこん跡地に臨時無料駐車場がございます。

※「あびこ農産物直売所あびこん跡地」に臨時駐車場あり
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台田
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休 月曜日

天王台で愛される中華料理店。広い店内は子供連れや女性も入り
やすい雰囲気です。
定番の「ラーメン（600 円）」は鶏油が香る昔ながらのあっさりしょうゆ味。
ほっと安心する美味しさです。その他自家製の山椒油を使った「麻婆豆腐
（中 1200 円）」や「焼き餃子 (6 個 450 円 )」もおススメ。
ほとんどのメニューの野菜を自身の畑で育てているため、季節ごとの新鮮
な味を楽しむことができます。こだわりの中華を召し上がれ！

600 円

所 千葉県我孫子市柴崎台 4-5-15

ビッグエー

問 Tel.04-7185-1234
営 11：00 〜 14：30
16：30 〜 21：00

休 火曜日

川ゆ

川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

白樺文学館
杉村楚人冠
記念館

アビシルベ

手賀沼公園

アビスタ

356
東我孫子

子の神大黒天
我孫子市役所
山階鳥類研究所

鳥の博物館

JR 成田線

湖北

菜の花畑の小道を巡り、途中の「なぞなそ問題」で頭を動かせながら
散策を楽しみもう！ 子どもも大人も楽しめる春のイベントです！

う公

園

利根

川

新木

布佐市民の森

五本松公園

所 千葉県我孫子市根戸新田字船戸
（手賀沼ふれあいライン沿い、JR 我孫子駅南口徒歩約 30 分）

旧井上家住宅
佐

手賀沼フィッシングセンター

●は本紙に情報掲載のある場所です

→

田
成

「水の館」「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。
◉平日は天王台駅北口から「水の館」行きアイバスが運行。
◉土・日・祝は我孫子駅南口と天王台駅南口を結ぶ阪東バスが運行、「鳥の博物館前」下車 。

我孫子ゴルフ倶楽部

千葉県我孫子市岡発戸 1110

※参加費は保険料などの運営費として、「我孫子の景観を育てる会」に納入されます。

菜の花まつり 開催のお知らせ
3 月 16 日（土）
・17 日（日）
・23 日（土）
・24 日（日）
（雨天及び生育状況によって中止の場合あり）
根戸新田の畑に栽培してい
る菜の花が、3 月中旬ころ
から見ごろになり、今年も
菜の花まつりを開催します。
イベント当日は、菜の花の
摘 み 取り（有 料）や 野 菜 の
即売会などのイベントを実
施しますので、皆様のご来
場を開催者一同心よりお待
ちしております。

※3 月 17 日の午後１時頃に手賀沼のうなきちさんが遊びに来るよ！

宮の森公園

布

手賀沼

うゆ

湖北地区公民館

我孫子
ゴルフ倶楽部

水の館〈あびこん / プラネタリウム〉
手賀沼遊歩道
手賀沼親水広場

道の駅
しょうなん

2

市民体育館

所

￥ 100 円（小学生以下無料）事前申込み不要

協力：我孫子ゴルフ倶楽部

〜 15：00
3 月 21 日（木）〜24 日（日） 10：00
※雨天順延

北口

↑取
手

あびこ市民プラザ

北柏ふるさと公園

主催 問 我孫子の景観を育てる会℡090-6034-9149 後援：我孫子市

菜の花畑散策と頭の体操

天王台駅

利根

古利根沼

根戸新田

※駐車場は五本松運動広場駐車場をご利用ください。（約１００台収容）
※クラブハウス側の正面入り口からは入れませんので、
五本松公園向かい側奥の特設入口から入場してください。
※場内で喫煙、飲食、ペット持ち込み、ゴルフなどの球技はできません。
（清涼飲料水可）
※運動靴、ウォーキングシューズを着用してください。

MAP

中央学院大学

けやきプラザ

10：00 〜 16：00（入場は 15：00 まで）雨天中止

（社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース内の見事な桜を楽しめます。
公開する１３番・１６番ホールとその周辺には、特に見事なソメイヨシノの
大樹があり、フェアウェイに沿った、松の緑と桜の薄桃色のコントラストは、
目を見張るほどです。
ウグイスとコカリナ（木製のオカリナ）の音色を聞きながら、フェアウェイ
をゆったりと散策しませんか。

北星神社
北柏駅

中華料理 清華

我孫子

1 第１6 回 市民観桜会

月

スープは臭みがなく、固めのストレート麺
との相性抜群！ さらに、
「CONTINUE（追
い玉 200 円）」にはダブルの魚粉がたっぷ
りで、香りがガツンと広がります。この香
りは癖になりそう！
「都内にも負けないラーメンを！」と語る店
主も魅力のお店です。

←柏

問 米舞亭℡04-7168-0504

煮干中華そば のじじ R 我孫子店

煮干出汁にこだわり有！ スープの煮干濃度
を 3 種類から選ぶことができます。
全 国から厳 選した 3 種 類の 煮干で取った

第9弾

3/30（土）・31（日）にはイベントを開催します。→

手賀沼遊歩道の桜並木をライトアップし、手賀沼の魅力ある水辺空間を演出します。
また、水の館では市内商業者による出店や、「旬菜厨房 米舞亭」の延長営業も行います！
地元布佐の人気店！ 家庭的で落ち着くお店には頻繁に通ってしまう
常連客も多いとか。
おススメの一品は「エビそば（780 円）」！
こだわりの麺に合うあっさりスープには野菜がたっぷりで、食べ終わ
るまで熱々をキープしてくれるとろみ餡なのも嬉しいですね！
その他「台湾チャーハン（580 円）」など豊富なメニューも盛りだく
さんです。
栄橋
所 千葉県我孫子市布佐 2602-1
356

第8弾

2019 年 3 月

所 千葉県我孫子市根戸新田
（手賀沼ふれあいライン沿い、JR 我孫子駅南口下車徒歩約 25 分）

問 NPO 法人手賀沼トラスト℡090-9853-3862（桐石さん）

問 農政課℡04-7185-1111（内線 312）

￥ 無料

￥ 入場無料

※手賀沼ファーム駐車場・あびこ農産物直売所あびこん跡地に臨時無料駐車場がございます。

※「あびこ農産物直売所あびこん跡地」に臨時駐車場あり

3

Vol.72（2019 年 3 月 10 日発行）

白樺文学館

白樺の調べ「和解」を読む

常磐線

「稲村雑談―白樺派と我孫子―」

—第 8 回̶

松戸

3

17 14：00〜15：00

24

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）

定員：なし（予約不要）
参加費：無料（ただし入館料がかかります）

柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地
＝

日

杉 村楚 人冠 記念館

東京
品川

14：00〜15：00

日

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
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

上野

我孫子

上野東京ライン

志賀直哉「稲村雑談」にあやかり、同名の学芸員による
展示解説です。好評につき、毎月 1 回開催となりました。
白樺派のこと、近代の我孫子のことを知りたい方は是非
ご参加ください。

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏、
学芸員の軽快なトークをお楽しみいただきます。
ピアノの演奏テーマは「春の旅」です。

3

取手

学芸員ギャラリートーク

電話：04-7185-2192

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）
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

講演会
「三島海雲、杉村楚人冠、そしてカルピス」

企画展
「三島海雲と杉村楚人冠
〜カルピスと友情の物語」

4

20

土

第一部 山川徹氏（ノンフィクションライター）講演
第二部 山川徹氏、
福田正彦氏（日本ミネラルウォーター協会技術顧問）対談

13：00〜 所

3月12日（火）〜5月12日（日）

アビスタ ホール

千葉県我孫子市若松 26-4

カルピスを作った三島海雲とは、どういう人物であったのか、
楚人冠との関係は？
（小学館）著者の山川徹氏と、
『カルピスを作った男 三島海雲』
生前の三島を知る元社員の福田正彦氏に、語っていただきます。

今年の七夕に発売 100 周年を迎えるカルピス。
その開発者三島海雲が生涯の師と慕ったのが杉村楚人冠
でした。この二人を中心にカルピス草創期を支えた友人関
係を紹介します。

紅龍閣のエビそば

参加申し込み：杉村楚人冠記念館（７１８２-８５７８）
4 月 2 日以降受付（要予約・先着順 100 人）

カルピス創業者 三島海雲
（三島海雲記念財団提供）

煮干中華そば のじじ R の煮干中華そば NORMAL

中華料理 清華のラーメン

開館 9:00 〜 16:30（入館は 16:00 まで） 休館 月曜日（4 月 29 日、5 月 6 日除く）、5 月 7 日、5 月 8 日
所在地：千葉県我孫子市緑 2-5-5 電話：04-7182-8578 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

テーマトーク 山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

第８3 回企画展

「ヤンバルクイナ野生復帰の現状と課題
16
〜放鳥の技術開発から〜」
土

3

「てがたん展」
2月2日（土）〜6月16日（日）
場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

2004 年から始まった鳥
の博物館の自然観察会
「てがたん」は2018年度
で 15 年目を迎えます。
参加者の皆さんと一緒に作ってきた観察記録をもとに、
我孫子の様々な生き物たちを紹介します。

講師：尾崎清明さん（（公財）山階鳥類研究所副所長）
外来種マングースやノネコなどの影響で、ヤンバルクイナの
絶滅が危惧され、環境省などは生息状況の把握、外来種の
除去などを図っています。また、野生個体数の減少に備えて、
人口飼育下での繁殖と野生復帰技術の確立を目指していま
す。野生復帰のための試験放鳥の最新情報と、今後の課題
についてお話します。

あびこ桜キャンペーン

市民観桜会

菜の花畑散策と頭の体操

菜の花まつり

時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15） 申込：不要（当日先着５０名）
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール
参加費：無料（入館料別途）

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
＊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

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

3／15（金）18：00〜

アビシルベ または @ABISHIRUBE

アビスト de Night☆ LIVE !
3／16（土）10：00〜16：00

あびマルシェ
〜書道十段手描きイラストレーター
ゆり先生の筆ペン教室〜
（要予約・アビシルベまでお問い合わせください）

あびこの桜いろいろ
4

アビプレ72号（2019年3月10日 発行）

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
abishirube または abikoinfo

3／19（火）〜 31（日）15：00まで

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

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！

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1番10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

〇我孫子らーめん紀行〈紅龍閣

煮干中華そば のじじ R

中華料理 清華〉

〇あびこ桜キャンペーン 2019 〜あびこで紡ぐ桜の思い出〜
〇第 16 回市民観桜会
〇菜の花畑散策と頭の体操
〇菜の花まつり
〇我孫子市三館イベント情報
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