旧村川別荘

ひなのまつり

アビシルベ

2 月 23 日（土）〜 3 月 6 日（水）

てがたん

第８3 回企画展
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「てがたん展」 2月2日（土）〜6月16日（日）

土

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室
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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）
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

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。

3 月 1 日は

サンピン

産品 (31) の日 ！

ふるさと産品特集号！

見られない樹木の暮らしのひみつを探ります。
時間：10：00 〜 12：00 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

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

「３種のカワセミの謎〜山階鳥研のステンドグラス〜」
16 1932 年の山階鳥類研究所設立当時、研究所の玄関に飾られたステンドグラス「３種の

土

カワセミ」。研究所のシンボルマークとして今も大きな存在感を示しています。でもこ
のステンドグラスはいくつかの謎が・・・。その謎について一緒に推理してみませんか。 講師：鶴見みや古さん
時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15） 会場：鳥の博物館 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）
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東京

毎年大好評！鮮やかな千代紙で折られたひな飾りの展示を今年も行います。
ひとつひとつ手折りされた、繊細かつ優雅な折り紙の世界をお楽しみください。
折り紙製作：湖北地区社会福祉協議会「ボランティアのための折り紙サークル」

9 「気にならない木を気にしてみる」
冬芽や樹皮の観察を通じて、葉っぱのない冬にしか

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。

上野

所 問 アビシルベ

9：00 〜 18：00（但し金・土は 19：00 まで）

費用：無料（申込み不要）
所 旧村川別荘（千葉県我孫子市寿 2-27-9）
問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1583
※駐車場はありません。我孫子駅南口発の阪東バスをご利用ください。
※月曜日は休館です。午後 4 時で閉館するため、少し早めにご来荘ください。

鳥 の博 物 館

常磐線

松戸

我孫子

＝

大正時代に建てられた旧村川別荘（市指定文化
財）において、恒例となりました「ひなのまつり」
を開催します。古くからの風習である “つるしび
な”、定番のひな壇飾りを展示。そして今回は、
貝合わせをはじめ大正時代の手毬や戦前の着物
など、より懐かしさを感じる資料を展示します。
昔の面影、雰囲気、佇まいが残る旧村川別荘で、
心がほっとするようなひなまつりをぜひご覧くだ
さい。可愛らしいおひなさまがお待ちしています。

折りびな展示

取手

上野東京ライン

2 月 23 日（土）〜 3 月 3 日（日） 各日午前 9 時〜午後 4 時

Vol.71（2019 年 2 月 10 日発行）

17

日

あびこ自然観察隊
「オーイ！冬鳥くん」

カンムリカイツブリ

手賀の丘の森や、手賀沼湖畔を歩いて
冬鳥を観察します。

（公財）山階鳥類研究所コレクションディレクター

白樺文学館

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。

白樺の調べ「
白樺の調べ「
和解」
和解を読む」
を読む
—第 7 回̶ —第 8 回̶

時間：9：00 〜 12：00（雨天中止）
会場：手賀の丘少年自然の家 集合
対象・定員：先着５０人（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、防寒具、双眼鏡（貸し出しあり）
申込・問合せ：手賀の丘少年自然の家（7191-1923）

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
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24

3

日

17

日

14：00〜15：00

場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
先着：20 名
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

＊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！

2／2（土）〜 2／13（水）

我孫子東高校 つまようじアート展示

HomePage アビシルベ または abikoinfo

アビシルベ または @ABISHIRUBE

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
abishirube または abikoinfo

2／15（金）18：00〜

YouTube にて動画配信中！

アビスト de Night☆ LIVE !
2／17（日）

お内裏様やお雛様になって
写真を撮ろう！

※要予約・詳しくはアビシルベまでお問い合わせください

2／23（土）〜 3／6（水）

折りびな展示
4

アビプレ71号（2019年2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！

ふるさと産品まつり

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

ひなのまつり

折りびな展示

・我孫子市ふるさと産品特集！
・第 5 回ふるさと産品まつり
・旧村川別荘
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・我孫子市３館イベント情報
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我孫子市ふるさと産品特集！
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3 月 1 日は我孫子市ふるさと産品 の日！
ふるさと産品

日

ということで、我孫子市ふるさと産品を一挙に紹介！ おみやげや贈り物にいかがですか？

もろみ小町は５種類の野菜を醤油のもろみに旨味
を加えて漬けこんだ漬け物。あっさり、上品なお
味で、色彩々楽しめます。
金太郎のショウガねぇ〜は我孫子市ふるさと大使
である「山遊亭金太郎」さんにちなんだ一品。国
産の生姜を醤油の素である溜まりで漬け込んだも
の、温かいご飯はもちろん薬味等にも最適です。
株式会社みやま食品工業
我孫子市中里 227-3

もろみ小町 270 円

℡：04-7188-1526

金太郎のショウガねぇ～ 750 円

手賀しぐれ一個 194 円

℡：04-7188-0160

うなきちさんのおやつ
一個 140 円

やまつね味噌・甘酒

我孫子市都 12-21

℡：04-7189-2734

やまつね味噌（赤・白）500ｇ 310 円

℡：04-7185-3963

七宝独特の滑らかな色面と抽象的な作画が観
る者の感受性や創造性を刺激します。七宝で
しか表現できない世界をお楽しみください。
平成 30 年度「千葉県優良県産品」にも推薦
されています。
七宝アラカルト 1,500 円～
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うなぎ大和煮・ざっこつくだ煮・甘口昆布

℡：04-7188-0968

ワインケーキ
プレーン ハーフ 680 円
フルーツ・ショコラ・抹茶 ハーフ 734 円

℡：04-7182-0501

ざっこつくだ煮
100ｇ 650 円
有限会社安井家

℡：0120-353-698 うなぎ大和煮 100ｇ 2,400 円

我孫子市本町 3-6-1

甘酒 350ｇ 320 円

株式会社風土食房

我孫子市湖北台 3-4-11

甘口昆布 150ｇ 650 円

我孫子コーヒー物語
「北の鎌倉、我孫子」をイメージした
コーヒー。素晴らしき街「我孫子」と
出逢うきっかけの一つとしてご活用、
ご愛飲ください。
我孫子コーヒー物語〈空・風・大地〉
（3 種 ×2 パック）6 パックセット 820 円
（3 種 ×3 パック）9 パックセット 1,231 円

国産黒豚入り肉みそ生姜
580 円
生姜ごはんの素
520 円

℡：04-7170-0610

豚ねぎ味噌
580 円

焙煎職人・鈴木正美の店
我孫子市若松 139-4

The Coﬀee Club M's Company

℡：0120-456-501

うなきち焼

唐揚げそば
自家製の麺とつゆに、どんぶりか
らはみ出る大きな唐揚げは我孫子
の名物となっています。サクサク
の衣につゆがじゅわっと染み込ん
でたまりません。

手賀沼のうなきちさんの顔をか
たどった大判焼き。店舗での販
売はもちろん市内のおまつりに
も出店。あつあつを召し上がれ。

唐揚げそば 一杯 400 円
笑福

我孫子市青山台 4-21-12

七宝アラカルト

我孫子市新木野 3-2-10

湖北台店：我孫子市湖北台 1-18-3 ℡：04-7188-5543
我孫子店：我孫子市我孫子 4-1-7 ℡：04-7183-1122

創業昭和２年。戦後、我孫子の地
へ移り約７０年。安井家の佃煮は、
我孫子の味として日本全国のお客
様の元へお届けしています。

おおばんロール
クリーム 864 円
抹茶 972 円
我孫子市天王台 1-1-30

いもっこ 一個 184 円
檸檬のバーム（小）1,674 円（大）3,456 円
手賀沼のうなきちさんプリントクッキー一枚 324 円

欧風洋菓子メヌエット

家族や大切な人に安心して食べて
もらえる、風土に根ざした食品を
目指して。さまざまな食品の開発
と製造を行っています。

白花豆とお多福豆をバターたっぷりの
パイ生地で包み焼き上げた、あとを引
くサクサク感が人気のお菓子です。我
孫子店のみの限定商品となっています。
あびこパイ 白花豆 108 円
お多福豆 108 円
5 個セット 594 円
株式会社富井 我孫子店

アトリエみち

いつも新鮮な材料でおいしいお菓子
を作り、お客様に喜んで頂くことを
心がけている洋菓子店。我孫子と湖
北に 2 店舗を構えています。檸檬の
バームはメディアでも取り上げられ
県外からも多く注文されています。

ワインケーキ・おおばんロール

株式会社アビニヨン

The Coﬀee Club M's Company

いもっこ・檸檬のバーム・手賀沼のうなきちさんプリントクッキー

柳宗悦の妻、兼子が陶芸家 バーナード・
リーチの助言をうけて、カレーの隠し味に
粒味噌を入れました。その味を再現しよう
と「白樺派のカレー」が誕生しました。
白樺派のカレー（レトルト）
ポーク 540 円
チキン 540 円
株式会社五味商店
ビーフ 720 円
白樺派のカレー普及会
我孫子市本町 3-4-32 ℡：04-7183-7700 川村学園女子大学コラボチキン 540 円

あびこパイ

我孫子市我孫子 1-11-9

ねりきり体験講座 自家焙煎方法から美味しいコーヒーの飲み方まで

国産黒豚入り肉みそ生姜・生姜ごはんの素・豚ねぎ味噌

安政二年創業「布佐の麹屋」として
長く親しまれているお店。よい麹を
作るため、良質の米を原料に夜間で
も温 度を見ながら手をかけていま
す。伝統の発酵食品をお召し上がり
ください。
やまつね食品株式会社

御菓子司 福一

お琴の演奏体験

手づくりの味、愛情のこもった味、
季節の旬の味を、小さなキッチン
からお届け。原材料を厳選し、す
べて手作りで製造しています。

文学焼（小倉こしあん・白あん）
一個 172 円
御菓子司 福一

我孫子市湖北台 8-6-2

丸栄商店

白樺派のカレー（レトルト）

文学焼・手賀しぐれ・うなきちさんのおやつ
我孫子や隣接する市町村の和菓子
屋の中で唯一「餡」の豆を炊くと
ころからすべて手作りしている和
菓子店です。我孫子にちなんだお
菓子を多く取りそろえています。

ふるさと産品が大集合！この機会に是非お買い求めください。

所 アビイクオーレ１F エントランス
問 我孫子市ふるさと産品連絡協議会
我孫子市本町 3-2-1（イトーヨーカドー我孫子南口店） （事務局：我孫子市商工会）℡：04-7182-3131

マークの商品はアビシルベでもご購入いただけます。

もろみ小町・金太郎のショウガねぇ～

ふるさと産品まつり

☆当日商品を購入いただいた方はハズレなしの抽選会に参加できます！

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。
伝統の味と技に培われた我孫子市の名産品を自信を持ってお奨めいたします。
※表示価格は「標準価格」となります。

10 第 5 回

2019 年 2 月

℡：04-7184-8866

うなきち焼（あんこ・カスタード）一個 150 円

邦楽器・日舞等の袋物
京都のちりめん友禅や金襴・錦
を使用し、このみち 40 年の職
人が一つ一つ手をかけて作って
います。全国でも数少ない職人
のいる専門店です。

我孫子市日秀 92-15

℡：04-7187-6400

我孫子駅・天王台駅内ホーム

℡：04-7182-1239

カッパ柄の浴衣・手ぬぐい・ハンカチ
手賀沼の水がきれいになるようにとの思いを
込めて、流水とカッパのデザインを水墨画の
手法で描きました。

邦楽器・日舞等の袋物 600 円～
有限会社丸栄商店

合名会社弥生軒

カードケース等 300 円～

我孫子市市章入りカッパ柄の浴衣
浴衣生地 9,500 円（仕立上がり 15,200 円）
帯 3,450 円
カッパ柄手ぬぐい 840 円
オフィス SS 繁紗夢 カッパ柄ハンカチ 550 円
我孫子市久寺家 2-9-5

℡：04-7185-4313
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冬芽や樹皮の観察を通じて、葉っぱのない冬にしか

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。

上野

所 問 アビシルベ

9：00 〜 18：00（但し金・土は 19：00 まで）

費用：無料（申込み不要）
所 旧村川別荘（千葉県我孫子市寿 2-27-9）
問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 Tel.04-7185-1583
※駐車場はありません。我孫子駅南口発の阪東バスをご利用ください。
※月曜日は休館です。午後 4 時で閉館するため、少し早めにご来荘ください。

鳥 の博 物 館

常磐線

松戸

我孫子

＝

大正時代に建てられた旧村川別荘（市指定文化
財）において、恒例となりました「ひなのまつり」
を開催します。古くからの風習である “つるしび
な”、定番のひな壇飾りを展示。そして今回は、
貝合わせをはじめ大正時代の手毬や戦前の着物
など、より懐かしさを感じる資料を展示します。
昔の面影、雰囲気、佇まいが残る旧村川別荘で、
心がほっとするようなひなまつりをぜひご覧くだ
さい。可愛らしいおひなさまがお待ちしています。

折りびな展示

取手

上野東京ライン

2 月 23 日（土）〜 3 月 3 日（日） 各日午前 9 時〜午後 4 時

Vol.71（2019 年 2 月 10 日発行）

17

日

あびこ自然観察隊
「オーイ！冬鳥くん」

カンムリカイツブリ

手賀の丘の森や、手賀沼湖畔を歩いて
冬鳥を観察します。

（公財）山階鳥類研究所コレクションディレクター

白樺文学館

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。

白樺の調べ「
白樺の調べ「
和解」
和解を読む」
を読む
—第 7 回̶ —第 8 回̶

時間：9：00 〜 12：00（雨天中止）
会場：手賀の丘少年自然の家 集合
対象・定員：先着５０人（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、防寒具、双眼鏡（貸し出しあり）
申込・問合せ：手賀の丘少年自然の家（7191-1923）

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

2

24

3

日

17

日

14：00〜15：00

場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン
先着：20 名
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

＊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！

2／2（土）〜 2／13（水）

我孫子東高校 つまようじアート展示

HomePage アビシルベ または abikoinfo

アビシルベ または @ABISHIRUBE

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
abishirube または abikoinfo

2／15（金）18：00〜

YouTube にて動画配信中！

アビスト de Night☆ LIVE !
2／17（日）

お内裏様やお雛様になって
写真を撮ろう！

※要予約・詳しくはアビシルベまでお問い合わせください

2／23（土）〜 3／6（水）

折りびな展示
4

アビプレ71号（2019年2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！

ふるさと産品まつり

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

ひなのまつり

折りびな展示

・我孫子市ふるさと産品特集！
・第 5 回ふるさと産品まつり
・旧村川別荘

ひなのまつり

・アビシルベ

折りびな展示

・我孫子市３館イベント情報
Go to next page

