白樺文学館

常設テーマ「白樺派と我孫子」 杉 村楚 人冠記念館

白樺の調べ

27

日

和解を読む
—第 6 回̶
14：00〜15：00

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。

1/29（火）・30（水）臨時休館

企画展

杉村楚人冠に届いた手紙から、

柔道家嘉納治五郎の初公開の
書簡 2 通も展示します。

嘉納治五郎の書簡

開館 9:00 〜 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 2-5-5 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

柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地

ます。

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

第８3 回企画展

「てがたん展」

2018年12月8日（土）〜2019年1月14日（月・祝）

2月2日（土）〜6月16日（日）

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

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。

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。

12「もっと知りたいカモのこと」

1

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。

9 「光の春を探そう」

まだ寒い日が続く２月でも、生きものたちは春の準備を
始めています。鳥たちの行動の変化などから、“光の春”
を探してみましょう。

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

パティスリー フィギエ・デセール

新年ちびっこ餅つき大会

19「小型ツグミはどこへ行った？
〜変化した昔の「ヒタキ科」の分類〜」

土

講師：平岡 孝さん

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）

手賀沼に渡来するカモの観察を通じ
て、彼らの暮らしぶりに迫ってみま
しょう。

土

品川

やってきた多彩な人々を紹介し

第８2 回企画展

土

2

東京

手賀沼の風光を求め我孫子に

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

上野

文士ばかりではありません。

「友の会展 - 我孫子で子育てする鳥たち -」

てがたん

松戸

「てがみ展 我孫子に集った人々」孫子ですが、集まってきたのは

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

常磐線

文士村といわれる大正期の我

＝

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）

テーマ展示

取手

我孫子

上野東京ライン

1

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。前期は志賀直哉らの原
稿を中心に、後期は手紙を中
心に展示します。

Vol.70（2019 年 1 月 10 日発行）

1月16日（水）〜3月10日（日）

（公財）山階鳥類研究所
広報コミュニケーションディレクター

ルリビタキ、コルリ、ジョウビタキ
などの仲間は「小型ツグミ類」と呼
ばれていて、わかりやすいグループ
分けでした。実は今、その小型ツグ
ミ類は鳥の類縁関係を表すグループ
分けとしては認められなくなってしま
いました。今は誰の親戚と考えられ
ているのか、近縁の仲間の系統関
係について見ていきます。

手賀沼写真コンクール作品

成人式記念フリーフォトスポット

竹内神社の節分祭

ルリビタキ（オス）

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！

1／13（日）

成人式記念フリーフォトスポットを
ご用意します！
アビスト de Night☆

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

1／19（土）

〜書いて叶える！〜
新春筆ペン教室

（要予約・アビシルベまでお問い合わせください）

1／21（月）13：00〜 1／30（水）15：00まで

手賀沼写真コンクール展示

我孫子東高校 つまようじアート展示
4

アビプレ70号（2019年1月10日 発行）

アビシルベ または @ABISHIRUBE

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

1／18（金）18：00〜

2／2（土）〜 2／13（水）

HomePage アビシルベ または abikoinfo

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

●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

我孫子東高校 つまようじアート展示

我孫子市新春マラソン大会

○パティスリー フィギエ・デセール
○新年ちびっこ餅つき大会 2019
○第３１回我孫子市新春マラソン大会
○アビシルベ展示イベント情報
・成人式記念フリーフォトスポットをご用意します！
・手賀沼写真コンクール入賞作品展
・我孫子東高校 つまようじアート展示
○竹内神社節分祭
○我孫子市３館イベント情報

Go to next page

Vol. 70

1

パティスリー フィギエ・デセール
ウッディーな看板と青いドアが目印の洋菓

スイーツの数々は砂糖を使わず北海道産の
てんさい糖で甘味を付けています。また、
クリームは北海道産、フルーツもその時期
旬の国産品を使用するなど、こだわりを
持って丁寧に手作りしています。

1

雨天決行・荒天中止

所 我孫子市立湖北台中学校

餅つきという伝統文化をあびこ産のもち米を使って体験しよう！
お汁粉無料提供（一人一杯・餅なし）もあり。各自マイカップをご持参ください。
＜飲食コーナー＞
○いそべ焼き ○うどん ○焼き鳥 ○カレー
○お焼き（七草） ○蒸しパン ○うなきち焼
＜その他＞
〇家庭菜園相談コーナー（我孫子市農業普及指導員）

所 手賀沼親水広場「水の館」

など、餅つき以外も見どころ盛りだくさん！
ぜひ遊びに来てくださいね。

千葉県我孫子市高野山新田 193

ショートケーキ：486 円（税込）

タルトフレーズ：486 円（税込）

成人式記念
13
日 フリーフォトスポット
をご用意します！

1

パティシエのおススメは定番のショートケーキ。北海道産バターと米油を使用したスポンジは風
味豊かでしっとりふんわり、きめ細かいクリームと甘酸っぱい苺が良く合います。
もっと苺を楽しみたい方には、タルトフレーズがおすすめ。サクサクのタルト生地とカスタードが

9：30 〜

苺をさらに引き立てます。苺が美味しいこの時期ならではの季節限定品です。

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。
金屏風を背景に家族や友人と写真を撮りませんか？
きっといい記念になるはず！
手賀沼のうなきちさんもやってくるかも！？
みなさまのご来館をお待ちしております。

ちょっと大人なチョコレートケーキが食べたいなら、フォレノワを。フランス KAOKA 社のオーガ
ニックチョコレートを贅沢に使用した生地とガナッシュ、洋酒が香るダークチェリーのマリアージュ
をお楽しみください。

手賀沼写真コンクール入賞作品展

アビシルベ展示イベント情報

フォレノワ：486 円（税込）

焼き菓子各種：1 つ 85 円（税込）〜

この他にも、定番の焼き菓子や
マカロン、贈り物にもぴったり
なオリジナルチョコレート、日
によっては焼き立てのパンも販

1/21（月）13：00〜1/30（水）15：00まで

ギフトボックス

2/2（土）〜2/13（水）

たスイーツを紅茶やコーヒーと一緒にゆっくり味わうこともできます。
その日によって並ぶ品物がかわるので、思わず何度も足を運んでしまいそう！
ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか？
所 千葉県我孫子市天王台 2-2-22
（JR 常磐線天王台駅南口・JR 成田線東我孫子駅より徒歩約 5 分）
営 10：00 〜 19：00
休 不定休
問 Tel.04-7168-0606
駐 店舗前に 2 台有

356

東我孫子駅

所 問 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

千葉県我孫子市本町 2-1-10（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分）

Tel.04-7100-0014

↑取
手

利根

川ゆ

古利根沼
あびこ市民プラザ
←柏

JR 常磐線 天王台

アビシルベ

手賀沼公園
アビスタ

白樺文学館
杉村楚人冠
記念館

北柏ふるさと公園

パティスリー フィギエ・デセール
東我孫子

鳥の博物館
水の館〈あびこん /プラネタリウム〉

手賀沼親水広場

356

JR 成田線

子の神大黒天
我孫子市役所
山階鳥類研究所

湖北

うゆ

う公

園

利根

布佐市民の森
旧井上家住宅

手賀沼フィッシングセンター

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

宮の森公園

竹内神社

繁栄の御神徳があるといわれています。

佐

手賀沼

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。

手賀沼遊歩道

●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 。

子どもの部 17：00 〜

春を迎える大切な節目「立春」の前日に厄払いをしましょう！
新木

五本松公園

竹内神社の節分祭

川

湖北地区公民館

湖北台中学校

3

日

所 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

我孫子東高等学校図書委員会の皆さんが、毎年文
化祭に合わせて作成している「つまようじアート」
が今年もアビシルベにやってきます！ メディアでも
多く紹介されている注目の作品です。
今回は動物写真家 岩合光昭さんが撮影した “岩合
家のニャン吉” の写真をもとに約縦 4m× 横 5.4m
の大作となっています。アビシルベ内に入るか入ら
ないかのぎりぎりの大きさ！ 迫力ある力作をぜひ
ご覧ください。
※つまようじアートとは
つまようじ一本一本に様々な色を付け、台座に刺すことで点描のように絵を表現するアート作品です。

布

道の駅
しょうなん

2

市民体育館

川村学園女子大学

けやきプラザ

我孫子

2

MAP

中央学院大学

1

我孫子東高校 つまようじアート展示

店内にはイートインスペース「サ

天王台駅

問 手賀沼課 Tel.04-7185-1484

クリーン手賀沼推進協議会では、今年で第３３回目
となる「手賀沼写真コンクール」を実施し、９２名
２２７点の作品を応募いただき、その中から最優
秀賞１点、優秀賞３点、入賞１０点を選出しました。
現在の手賀沼は、アオコが大量発生した昭和５０
年代ごろと比べると、格段に水質の改善が進んで
いますが、昭和４９年から平成１２年までの２７年
もの間、全国湖沼水質汚濁ワーストワンであった
ため、未だに多くの方が、「手賀沼は汚れている」、
「汚い」というイメージを持っています。
手賀沼の四季折々の素晴らしい情景を写した写真を通して、手賀沼の悪いイメージを払拭し、さらには、
手賀沼やその周りの自然に親しみを感じてもらえればと思います。
また、同協議会では写真コンクール応募作品を使用して、１年間を楽しめるように手賀沼カレンダーを
作成、販売しております。コンクール入賞作品以外のものもありますので、併せてお楽しみください。

売しています。
ロン・ド・テ」もあり、購入し

（スタート・ゴール地点）
参加人数：親子ペア 100 組
小・中学生１２00 人 一般６00 人
※参加者の募集は締めきっています。
種目：ファミリーの部（1.5km）9：50 スタート
小学生の部（1.5km）9：55 スタート
中学生の部（3km）10：10 スタート
一般の部（10km）10：00 スタート
一般の部（5km）10：20 スタート
毎年恒例の我孫子市新春マラソン大会を今年も開催します！17 年連続箱根駅伝出場の
中央学院大学駅伝部が招待選手として参加します。
観戦ポイントはスタート・ゴール付近及び湖北台中央公園周辺と、折り返し地点である
水の館・鳥の博物館付近がおススメです。参加ランナーの熱い走りを間近で応援しよう！
大会に関する問い合わせ：我孫子市新春マラソン大会実行委員会 Tel.04-7187-7110
当日の実施の可否：NTT テレドーム Tel.0180-991744（大会前日・当日のみ利用可能）
※開催当日、会場周辺道路では交通規制が行われます。詳しくは我孫子市ホームページをご覧ください。

問 あびこ型「地産地消」推進協議会事務局
Tel.04-7128-7770（月・火・木 9：00 〜 17：00）
イートインスペース「サロン・ド・テ」

第 31 回
我孫子市新春
マラソン大会

開会式 9：00 〜

10：00 〜 14：00
（荒天翌日順延、降雪・積雪中止）
10：00 から開始し、80 分ごとに計 3 回餅つきを行います。
費用：無料（参加費なし）

＜キッズコーナー＞
〇子ども似顔絵コーナー
（あびこ画家ボランティア）
○ジュニアとあそぼう 各種ゲーム
○手作りおもちゃ
○バルーンアート

27

日

2019

子店。落ち着いた店内で美しいスイーツを
ゆっくり選ぶことができます。

新年ちびっこ
19
土 餅つき大会

2019 年 1 月

所 千葉県我孫子市布佐 1220 問 竹内神社 080-5435-2314

3
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1

パティスリー フィギエ・デセール
ウッディーな看板と青いドアが目印の洋菓

スイーツの数々は砂糖を使わず北海道産の
てんさい糖で甘味を付けています。また、
クリームは北海道産、フルーツもその時期
旬の国産品を使用するなど、こだわりを
持って丁寧に手作りしています。

1

雨天決行・荒天中止

所 我孫子市立湖北台中学校

餅つきという伝統文化をあびこ産のもち米を使って体験しよう！
お汁粉無料提供（一人一杯・餅なし）もあり。各自マイカップをご持参ください。
＜飲食コーナー＞
○いそべ焼き ○うどん ○焼き鳥 ○カレー
○お焼き（七草） ○蒸しパン ○うなきち焼
＜その他＞
〇家庭菜園相談コーナー（我孫子市農業普及指導員）

所 手賀沼親水広場「水の館」

など、餅つき以外も見どころ盛りだくさん！
ぜひ遊びに来てくださいね。
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ショートケーキ：486 円（税込）

タルトフレーズ：486 円（税込）

成人式記念
13
日 フリーフォトスポット
をご用意します！

1

パティシエのおススメは定番のショートケーキ。北海道産バターと米油を使用したスポンジは風
味豊かでしっとりふんわり、きめ細かいクリームと甘酸っぱい苺が良く合います。
もっと苺を楽しみたい方には、タルトフレーズがおすすめ。サクサクのタルト生地とカスタードが

9：30 〜

苺をさらに引き立てます。苺が美味しいこの時期ならではの季節限定品です。

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。
金屏風を背景に家族や友人と写真を撮りませんか？
きっといい記念になるはず！
手賀沼のうなきちさんもやってくるかも！？
みなさまのご来館をお待ちしております。

ちょっと大人なチョコレートケーキが食べたいなら、フォレノワを。フランス KAOKA 社のオーガ
ニックチョコレートを贅沢に使用した生地とガナッシュ、洋酒が香るダークチェリーのマリアージュ
をお楽しみください。

手賀沼写真コンクール入賞作品展

アビシルベ展示イベント情報

フォレノワ：486 円（税込）

焼き菓子各種：1 つ 85 円（税込）〜

この他にも、定番の焼き菓子や
マカロン、贈り物にもぴったり
なオリジナルチョコレート、日
によっては焼き立てのパンも販

1/21（月）13：00〜1/30（水）15：00まで

ギフトボックス

2/2（土）〜2/13（水）

たスイーツを紅茶やコーヒーと一緒にゆっくり味わうこともできます。
その日によって並ぶ品物がかわるので、思わず何度も足を運んでしまいそう！
ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか？
所 千葉県我孫子市天王台 2-2-22
（JR 常磐線天王台駅南口・JR 成田線東我孫子駅より徒歩約 5 分）
営 10：00 〜 19：00
休 不定休
問 Tel.04-7168-0606
駐 店舗前に 2 台有

356

東我孫子駅

所 問 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

千葉県我孫子市本町 2-1-10（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分）

Tel.04-7100-0014

↑取
手

利根

川ゆ

古利根沼
あびこ市民プラザ
←柏

JR 常磐線 天王台

アビシルベ

手賀沼公園
アビスタ

白樺文学館
杉村楚人冠
記念館

北柏ふるさと公園

パティスリー フィギエ・デセール
東我孫子

鳥の博物館
水の館〈あびこん /プラネタリウム〉

手賀沼親水広場

356

JR 成田線

子の神大黒天
我孫子市役所
山階鳥類研究所

湖北

うゆ

う公

園

利根

布佐市民の森
旧井上家住宅

手賀沼フィッシングセンター

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

宮の森公園

竹内神社

繁栄の御神徳があるといわれています。

佐

手賀沼

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。

手賀沼遊歩道

●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 。

子どもの部 17：00 〜

春を迎える大切な節目「立春」の前日に厄払いをしましょう！
新木

五本松公園

竹内神社の節分祭

川

湖北地区公民館

湖北台中学校

3

日

所 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

我孫子東高等学校図書委員会の皆さんが、毎年文
化祭に合わせて作成している「つまようじアート」
が今年もアビシルベにやってきます！ メディアでも
多く紹介されている注目の作品です。
今回は動物写真家 岩合光昭さんが撮影した “岩合
家のニャン吉” の写真をもとに約縦 4m× 横 5.4m
の大作となっています。アビシルベ内に入るか入ら
ないかのぎりぎりの大きさ！ 迫力ある力作をぜひ
ご覧ください。
※つまようじアートとは
つまようじ一本一本に様々な色を付け、台座に刺すことで点描のように絵を表現するアート作品です。

布

道の駅
しょうなん

2

市民体育館

川村学園女子大学

けやきプラザ

我孫子

2

MAP

中央学院大学

1

我孫子東高校 つまようじアート展示

店内にはイートインスペース「サ

天王台駅

問 手賀沼課 Tel.04-7185-1484

クリーン手賀沼推進協議会では、今年で第３３回目
となる「手賀沼写真コンクール」を実施し、９２名
２２７点の作品を応募いただき、その中から最優
秀賞１点、優秀賞３点、入賞１０点を選出しました。
現在の手賀沼は、アオコが大量発生した昭和５０
年代ごろと比べると、格段に水質の改善が進んで
いますが、昭和４９年から平成１２年までの２７年
もの間、全国湖沼水質汚濁ワーストワンであった
ため、未だに多くの方が、「手賀沼は汚れている」、
「汚い」というイメージを持っています。
手賀沼の四季折々の素晴らしい情景を写した写真を通して、手賀沼の悪いイメージを払拭し、さらには、
手賀沼やその周りの自然に親しみを感じてもらえればと思います。
また、同協議会では写真コンクール応募作品を使用して、１年間を楽しめるように手賀沼カレンダーを
作成、販売しております。コンクール入賞作品以外のものもありますので、併せてお楽しみください。

売しています。
ロン・ド・テ」もあり、購入し

（スタート・ゴール地点）
参加人数：親子ペア 100 組
小・中学生１２00 人 一般６00 人
※参加者の募集は締めきっています。
種目：ファミリーの部（1.5km）9：50 スタート
小学生の部（1.5km）9：55 スタート
中学生の部（3km）10：10 スタート
一般の部（10km）10：00 スタート
一般の部（5km）10：20 スタート
毎年恒例の我孫子市新春マラソン大会を今年も開催します！17 年連続箱根駅伝出場の
中央学院大学駅伝部が招待選手として参加します。
観戦ポイントはスタート・ゴール付近及び湖北台中央公園周辺と、折り返し地点である
水の館・鳥の博物館付近がおススメです。参加ランナーの熱い走りを間近で応援しよう！
大会に関する問い合わせ：我孫子市新春マラソン大会実行委員会 Tel.04-7187-7110
当日の実施の可否：NTT テレドーム Tel.0180-991744（大会前日・当日のみ利用可能）
※開催当日、会場周辺道路では交通規制が行われます。詳しくは我孫子市ホームページをご覧ください。

問 あびこ型「地産地消」推進協議会事務局
Tel.04-7128-7770（月・火・木 9：00 〜 17：00）
イートインスペース「サロン・ド・テ」

第 31 回
我孫子市新春
マラソン大会

開会式 9：00 〜

10：00 〜 14：00
（荒天翌日順延、降雪・積雪中止）
10：00 から開始し、80 分ごとに計 3 回餅つきを行います。
費用：無料（参加費なし）

＜キッズコーナー＞
〇子ども似顔絵コーナー
（あびこ画家ボランティア）
○ジュニアとあそぼう 各種ゲーム
○手作りおもちゃ
○バルーンアート

27

日

2019

子店。落ち着いた店内で美しいスイーツを
ゆっくり選ぶことができます。

新年ちびっこ
19
土 餅つき大会

2019 年 1 月

所 千葉県我孫子市布佐 1220 問 竹内神社 080-5435-2314

3

白樺文学館

常設テーマ「白樺派と我孫子」 杉 村楚 人冠記念館

白樺の調べ

27

日

和解を読む
—第 6 回̶
14：00〜15：00

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。

1/29（火）・30（水）臨時休館

企画展

杉村楚人冠に届いた手紙から、

柔道家嘉納治五郎の初公開の
書簡 2 通も展示します。

嘉納治五郎の書簡

開館 9:00 〜 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 2-5-5 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

柏

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地

ます。

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

第８3 回企画展

「てがたん展」

2018年12月8日（土）〜2019年1月14日（月・祝）

2月2日（土）〜6月16日（日）

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

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。

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。

12「もっと知りたいカモのこと」

1

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。

9 「光の春を探そう」

まだ寒い日が続く２月でも、生きものたちは春の準備を
始めています。鳥たちの行動の変化などから、“光の春”
を探してみましょう。

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

パティスリー フィギエ・デセール

新年ちびっこ餅つき大会

19「小型ツグミはどこへ行った？
〜変化した昔の「ヒタキ科」の分類〜」

土

講師：平岡 孝さん

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）

手賀沼に渡来するカモの観察を通じ
て、彼らの暮らしぶりに迫ってみま
しょう。

土

品川

やってきた多彩な人々を紹介し

第８2 回企画展

土

2

東京

手賀沼の風光を求め我孫子に

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

上野

文士ばかりではありません。

「友の会展 - 我孫子で子育てする鳥たち -」

てがたん

松戸

「てがみ展 我孫子に集った人々」孫子ですが、集まってきたのは

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

常磐線

文士村といわれる大正期の我

＝

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）

テーマ展示

取手

我孫子

上野東京ライン

1

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。前期は志賀直哉らの原
稿を中心に、後期は手紙を中
心に展示します。

Vol.70（2019 年 1 月 10 日発行）

1月16日（水）〜3月10日（日）

（公財）山階鳥類研究所
広報コミュニケーションディレクター

ルリビタキ、コルリ、ジョウビタキ
などの仲間は「小型ツグミ類」と呼
ばれていて、わかりやすいグループ
分けでした。実は今、その小型ツグ
ミ類は鳥の類縁関係を表すグループ
分けとしては認められなくなってしま
いました。今は誰の親戚と考えられ
ているのか、近縁の仲間の系統関
係について見ていきます。

手賀沼写真コンクール作品

成人式記念フリーフォトスポット

竹内神社の節分祭

ルリビタキ（オス）

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！

1／13（日）

成人式記念フリーフォトスポットを
ご用意します！
アビスト de Night☆

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

1／19（土）

〜書いて叶える！〜
新春筆ペン教室

（要予約・アビシルベまでお問い合わせください）

1／21（月）13：00〜 1／30（水）15：00まで

手賀沼写真コンクール展示

我孫子東高校 つまようじアート展示
4

アビプレ70号（2019年1月10日 発行）

アビシルベ または @ABISHIRUBE

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

1／18（金）18：00〜

2／2（土）〜 2／13（水）

HomePage アビシルベ または abikoinfo

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

●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

我孫子東高校 つまようじアート展示

我孫子市新春マラソン大会

○パティスリー フィギエ・デセール
○新年ちびっこ餅つき大会 2019
○第３１回我孫子市新春マラソン大会
○アビシルベ展示イベント情報
・成人式記念フリーフォトスポットをご用意します！
・手賀沼写真コンクール入賞作品展
・我孫子東高校 つまようじアート展示
○竹内神社節分祭
○我孫子市３館イベント情報

Go to next page

