水の館

プラネタリウム
24

月・休

常磐線

松戸

①11:00 〜 ②13:00 〜

上野
東京

ソノライフの生演奏を聴きながら、満天の星を眺めてみませんか？
わかりやすい星空解説でプラネタリウムがもっともっと好きになります！
我孫子市手賀沼親水広場水の館 3F プラネタリウム

千葉県我孫子市高野山新田 193
問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館（施設利用窓口）Tel. 04-7184-0555

鳥 の博 物 館

企画展

1

第８2 回企画展

「友の会展 - 我孫子で子育てする鳥たち -」
12月8日（土）〜平成31年1月14日（月・祝） 場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室
鳥の博物館友の会には、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、各同好会のこの一年の活動成果を紹介します。また、我孫
子で子育てする鳥をテーマに、身近な自然環境にも目を向けます。

12

テーマトーク

定員：各回当日先着 50 人

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。
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

1

ペアで協力したり、他の鳥も協力したり、オスが数
羽の雌を独占したり、逆にメスがオスを独占したり、
子育てを他の鳥に託したり、状況に応じて変えてみ
たり…。鳥たちはいろいろな方法で繁殖します。ま
た、近年の DNA 解析により、育ての親と本当の（遺
伝的な）親が必ずしも同じではないことも分かって
きました。鳥たちの多様な繁殖戦略を紹介します。

（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員

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）

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

我孫子インフォメーションセンター

12
土 「もっと知りたいカモのこと」

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

講師：油田照秋さん

費用：300 円

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。

てがたん

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

※上映 1 時間前からチケット販売を 3F 事務室で開始

15「協力したり、独占したり、托したり、だましたり〜鳥たちの多様な繁殖の仕方〜」

土

品川

我孫子

＝

所

取手

上野東京ライン

12

Vol.69（2018 年 12 月 10 日発行）

♬歌・演奏 ソノライフ
☆星空解説 駒井仁南子さん

「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

寒さも楽しい！我孫子の冬！

鳥凧同好会オリジナルのポリ袋を使った鳥凧を作ります。

6
日 鳥凧教室

時間：13：30 〜 15：30
講師：鳥の博物館友の会鳥凧同好会
対象・定員：小学生以上、先着 14 人
（1 家族 1 人、小学 2 年生以下は保護者同伴）
費用：無料（要入館料）
場所・申込・問合せ：鳥の博物館 TEL.7185-2212

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

白樺文学館

後期：11月1日（木）〜平成31年1月27日（日）

杉 村楚 人冠記念館

企画展
企画展
「我孫子深草窯築窯 80 周年記念河村蜻山展」 明治時代の世界一周旅行〜楚人冠の「世界一周会」
陶芸家河村蜻山が旧柳宗悦邸（三樹荘）に窯を築いて今年で
８０年を迎えます。杉村楚人冠との交流や、第一小学校での
陶芸指導など我孫子に多くの足跡を残した蜻山の魅力に迫る
展覧会です。後期展では、京都・我孫子・鎌倉の各時代を紹
介し、蜻山の多彩な作品を展示します。
あかえかちょうもんこうろ

めいげつよう

我孫子フレンチレストラン tegareʼ
〜書いて叶える〜新春筆ペン教室

コロッセオ（ローマ）での世界一周会一行

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）年末年始休館（12/29〜1/3）
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

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）年末年始休館（12/29〜1/3）
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

〈アビシルベ〉新春ふるまい

我孫子市 3 館は 12/29（土）〜 1/3（木）まで休館となります。
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円
ご来館を検討の際はお気を付け下さい。
（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！

12／11（火）13：00〜 12／20（木）12：00まで

HomePage アビシルベ または abikoinfo

我孫子のいろいろ八景歩き展

アビシルベ または @ABISHIRUBE

12／21（金）18：00〜

アビスト de Night☆ LIVE !

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

とうかつふれあい百景展示販売
12／25（火）13：00〜 1／10（木）

手賀沼ポスターコンクール作品展示
12／31（月）アビシルベ休館日
1／1（火・祝）

アビシルベ新春ふるまい
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！
アビプレ69号（2018年12月10日 発行）

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

12／22（土）・23（日）10：00〜16：00
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柴崎神社御朱印

海外へ行くといえば用務や留学に限られた時代
に実行された、世界一周の団体旅行。
しかも、これはジャーナリスト杉村楚人冠が企
画し朝日新聞の事業として実施されたものでし
た。一 体どんな旅行だったのか、当時の資料
から紹介します。

赤絵花鳥文香炉（明月窯蔵）我孫子時代

＜年末年始休館のお知らせ＞

香取神社御朱印

10月14日（日）〜平成31年1月14日（月・祝）

●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

手賀大橋から見た初日の出

〈アビシルベ〉成人式記念フリーフォトスポット

・我孫子フレンチレストラン

中華みのりや

tegare （テガーレ）

・御朱印をもらいに行こう！香取神社・柴崎神社
・あびこ農産物直売所あびこん 年末大売出し＆初売り
・アビシルベ年始のイベント情報！
・初日の出を見に行こう！
・我孫子らーめん紀行第 6 弾！ 中華みのりや
・水の館プラネタリウム

クリスマス星空コンサート

・我孫子市 3 館イベント情報

Go to next page
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我孫子フレンチレストラン
（テガーレ）
tegare’

今年 10 月にオープンしたフレンチレストラン。本格的なフレンチをリーズナブルに楽しむことが出来ます。
ランチは 1,000～3,000 円まで 4 種類をご用意。おススメは 2,000 円のデザートまで頂けるコースです。
肉・魚 5 種類のメイン料理の中からお好きなものを選ぶことができます。
旬の素材を使いパンからデザートまで全て手作りで提供されるお料理は彩り豊かで美しく、もちろんお味も絶品です！
ディナータイムは店内の照明を落として、ちょっと大人な雰囲気に…。
美味しい料理とワインをゆったりと心行くまで楽しむことが出来ます。
ディナーは 3,500 円・5,500 円のコースから選べます。
（8,000 円以上はご予約が必要です。
）
ワインのメニューも充実しているので、お料理に合うワインをお選びいただけます。
平成最後の年末年始、美味しいフレンチを召し上がってみてはいかがですか？

2018 年 12 月

何かと買い物が必要な年末年始！
お野菜やお花の買い物は「あびこん」で！

イベント情報！

年末大売出し

12/28（金）・29（土）・30（日）
※最終日は 17：00 まで

野菜や、お正月用のお花などを販売！
お買い上げ 1,000 円ごとに 1 枚、年明けに使える福引券を差し上げます。

初売り

1/5（土）〜

毎年恒例、福引抽選会開催！
年末大売出しでお配りした福引券で参加できます。
素敵な商品をゲットしよう！

所 問 あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市高野山新田 193 手賀沼親水広場 Tel.04-7168-0821
5 種のオードブル盛り合わせ・サラダ

本日のメイン（魚）

毎年恒例！ 新年にアビシルベで開催される
イベントをご紹介します！

ランチコース：2,000 円

5 種のオードブル盛り合わせ・サラダ・本日のスープ・本日のメイン（５種類のメインからお選びいただけます）・
自家製パン・デザート盛り合わせ・コーヒーまたは紅茶 ※値段は全て税別です。
至我孫子駅

所 千葉県我孫子市緑 2-11-33
営 ランチ 11：30 〜 15：00（L.O.14：00）
ディナー 17：30 〜 22：00（L.O.21：00）
休 火曜日
問 Tel.04-7128-8228

白樺文学館

大晦日 12/31 はアビシルベの休館日となっております。お気を付け下さい。
富桝旅館
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我孫子市役所
手賀沼公園

火・祝

御朱印をもらいに行こう！

我孫子市内で素敵な御朱印を頂ける神社を紹介！ お正月は御朱印をもらいに行こう！
★御朱印
元旦〜３日までの三日間限定でお正月の御朱印がいた
だけます。
3 名の書き手によって書かれる御朱印はそれぞれに味わ
い深い趣があります。書き手のスケジュールは HP にて
公開しております。
（普通の御朱印は月一回開催の朝市「香取さまで会いましょう」開催
時に頂くことができます。）

香取神社

https://sayoyo.wixsite.com/okikurumi34

所 千葉県我孫子市緑 1-6-8（JR 我孫子駅南口より徒歩約 7 分）

地元の市民に親しまれている香取神社では、大晦日から三が日にかけてイベントを
開催します。また、元旦の朝市ではお正月限定の御朱印がいただけます。
★大晦日 23：00 〜「一夜限りの香取灯り」
★元旦 00：00 〜「朝日の舞（宮司の舞）」「浦安の舞（巫女の舞）」
その後、00：30・11：00・13：00・14：00、2 日の 11：00・13：00 にも同じ舞が披露されます。

佐々木ちゃんのワークショップ〜お年玉企画〜「精麻 de お守りストラップ」
お守りストラップを作ろう！500 円、御山杉付きは 1,000 円
↑取
手

利根

古利根沼

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

アビシルベ
香取神社
tegareʼ

中華みのりや
東我孫子

356

JR 成田線

湖北

川ゆ
うゆ
う公
園

利根

1 13 成人式記念フリーフォトスポット
日

をご用意します！

9：00 〜

費用：無料

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します。
金屏風を背景に写真を撮りませんか？家族
と友達と！きっと素敵な記念になるはず！
手賀沼のうなきちさんもやってくるかも！？

参加資格：小学校 1 年生〜大人の方
定員：予約優先、各回先着 12 名（5 名〜催行）

12/15（土）より受付、アビシルベまでお電話ください。

※但し定員 12 名に達しない場合、当日飛び入りも歓迎！
お気軽にお問合せ下さい。
レッスン費：1 回 90 分 3,000 円（テキストあり、額縁プレゼント）

初日の出を見に行こう！

※御自分の筆ペンある方、御持参ください。
（お薦めの筆ペン…ぺんてる、呉竹中字）
※筆ペン貸し出しあり（100 円）
※汚れても良い格好でお越しください。
※途中休憩あります。

我孫子らーめん紀行 第６弾！

我孫子市内のおススメスポットを紹介！素敵な写真もとれるかも！

中華みのりや

・手賀大橋（千葉県県道 8 号線我孫子若松交差点付近）

昔懐かしい雰囲気のラーメン店。アットホームなお店

湖北地区公民館

我孫子市役所
山階鳥類研究所

で常連さんは 100 人越え！？

鳥の博物館
五本松公園
水の館〈あびこん /プラネタリウム〉
手賀沼親水広場
手賀沼遊歩道
手賀大橋

安く、美味しく、ボリューム満点でお得感があります！
布佐市民の森

宮の森公園

ラーメンはトッピングにこだわっており、メンマは手割
きで丁寧に仕上げ、チャーシューももちろん自家製で

旧井上家住宅

手賀沼フィッシングセンター

す。一緒に半チャーハンも食べれば、
満腹間違いなし！
ぜひ、お腹を空かせて行ってみて下さいね！

●は本紙に情報掲載のある場所です
初日の出スポット

→

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 。

ラーメン 500 円（税込）
半チャーハン 500 円（税込）

今回も、読者からの熱い要望もあり取材を行いました。

新木

手賀沼

筆ペンで「一年の計」を
書いてみませんか？
練習あとハガキに一年の計を書き、
素敵な額縁にお入れします！
書くことは叶えること…
優しく楽しく教えます。

川

佐

2

10：30 〜「うなきちさんの焼印入りどら焼き」配布
（甘酒・どら焼きは先着順、無くなり次第終了となります。）

・利根川ゆうゆう公園（千葉県我孫子市中峠地区利根川沿い）

布

道の駅
しょうなん

市民体育館

川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

けやきプラザ

10：00 〜 おめでたい獅子舞・あったかい甘酒ふるまい

・五本松公園（千葉県我孫子市岡発戸字明門作 1408）

MAP

我孫子

毎年恒例！アビシルベで新しい年をお祝いしよう！
手賀沼のうなきちさんもやってくる！
皆さまぜひお立ち寄りくださいね。

・手賀沼遊歩道（千葉県我孫子市高野山新田手賀沼沿い）

中央学院大学

←柏

土

Tel.04-7100-0014

我孫子市内でも数少ない、社務所に常に人が在中する神社です。
格式高い作りで威厳があります。普段からも御朱印を頂くことが
できますが、せっかくなので大晦日や元旦の日付の御朱印を頂い
てみてはいかがでしょうか？

12：00 〜 15：00

柴崎神社

1 19

千葉県我孫子市本町 2-1-10（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分）

所 千葉県我孫子市柴崎 737（JR 常磐線天王台駅北口より徒歩約 7 分）

「コアジサシデコイのペイント」コアジサシのデコイ（模型）に色を塗ってみよう！

あびこ市民プラザ

〜書いて叶える〜 新春 筆ペン教室

①10 時〜 11 時半
②13 時半〜 15 時

柴崎神社

★ワークショップ
・2 日 12：00 〜 15：00
・3 日

新春ふるまい

書道十段手描きイラストレーターゆり先生の

所 問 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

★干支展 元旦〜 3 日の 10：00 〜 16：00（最終日のみ〜 15：00）
干支であるイノシシやブタにちなんだ作品を展示します。

〈所さんのそこんトコロ出演〉

アビシルベ年始のイベント情報！

デザート盛り合わせ

所 千葉県我孫子市岡発戸 556 問 Tel.04-7187-0830
営 11：00〜14：00
休 月曜日
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Vol. 69

我孫子フレンチレストラン
（テガーレ）
tegare’

今年 10 月にオープンしたフレンチレストラン。本格的なフレンチをリーズナブルに楽しむことが出来ます。
ランチは 1,000～3,000 円まで 4 種類をご用意。おススメは 2,000 円のデザートまで頂けるコースです。
肉・魚 5 種類のメイン料理の中からお好きなものを選ぶことができます。
旬の素材を使いパンからデザートまで全て手作りで提供されるお料理は彩り豊かで美しく、もちろんお味も絶品です！
ディナータイムは店内の照明を落として、ちょっと大人な雰囲気に…。
美味しい料理とワインをゆったりと心行くまで楽しむことが出来ます。
ディナーは 3,500 円・5,500 円のコースから選べます。
（8,000 円以上はご予約が必要です。
）
ワインのメニューも充実しているので、お料理に合うワインをお選びいただけます。
平成最後の年末年始、美味しいフレンチを召し上がってみてはいかがですか？

2018 年 12 月

何かと買い物が必要な年末年始！
お野菜やお花の買い物は「あびこん」で！

イベント情報！

年末大売出し

12/28（金）・29（土）・30（日）
※最終日は 17：00 まで

野菜や、お正月用のお花などを販売！
お買い上げ 1,000 円ごとに 1 枚、年明けに使える福引券を差し上げます。

初売り

1/5（土）〜

毎年恒例、福引抽選会開催！
年末大売出しでお配りした福引券で参加できます。
素敵な商品をゲットしよう！

所 問 あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市高野山新田 193 手賀沼親水広場 Tel.04-7168-0821
5 種のオードブル盛り合わせ・サラダ

本日のメイン（魚）

毎年恒例！ 新年にアビシルベで開催される
イベントをご紹介します！

ランチコース：2,000 円

5 種のオードブル盛り合わせ・サラダ・本日のスープ・本日のメイン（５種類のメインからお選びいただけます）・
自家製パン・デザート盛り合わせ・コーヒーまたは紅茶 ※値段は全て税別です。
至我孫子駅

所 千葉県我孫子市緑 2-11-33
営 ランチ 11：30 〜 15：00（L.O.14：00）
ディナー 17：30 〜 22：00（L.O.21：00）
休 火曜日
問 Tel.04-7128-8228

白樺文学館

大晦日 12/31 はアビシルベの休館日となっております。お気を付け下さい。
富桝旅館
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我孫子市役所
手賀沼公園

火・祝

御朱印をもらいに行こう！

我孫子市内で素敵な御朱印を頂ける神社を紹介！ お正月は御朱印をもらいに行こう！
★御朱印
元旦〜３日までの三日間限定でお正月の御朱印がいた
だけます。
3 名の書き手によって書かれる御朱印はそれぞれに味わ
い深い趣があります。書き手のスケジュールは HP にて
公開しております。
（普通の御朱印は月一回開催の朝市「香取さまで会いましょう」開催
時に頂くことができます。）

香取神社

https://sayoyo.wixsite.com/okikurumi34

所 千葉県我孫子市緑 1-6-8（JR 我孫子駅南口より徒歩約 7 分）

地元の市民に親しまれている香取神社では、大晦日から三が日にかけてイベントを
開催します。また、元旦の朝市ではお正月限定の御朱印がいただけます。
★大晦日 23：00 〜「一夜限りの香取灯り」
★元旦 00：00 〜「朝日の舞（宮司の舞）」「浦安の舞（巫女の舞）」
その後、00：30・11：00・13：00・14：00、2 日の 11：00・13：00 にも同じ舞が披露されます。

佐々木ちゃんのワークショップ〜お年玉企画〜「精麻 de お守りストラップ」
お守りストラップを作ろう！500 円、御山杉付きは 1,000 円
↑取
手

利根

古利根沼

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

アビシルベ
香取神社
tegareʼ

中華みのりや
東我孫子

356

JR 成田線

湖北

川ゆ
うゆ
う公
園

利根

1 13 成人式記念フリーフォトスポット
日

をご用意します！

9：00 〜

費用：無料

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します。
金屏風を背景に写真を撮りませんか？家族
と友達と！きっと素敵な記念になるはず！
手賀沼のうなきちさんもやってくるかも！？

参加資格：小学校 1 年生〜大人の方
定員：予約優先、各回先着 12 名（5 名〜催行）

12/15（土）より受付、アビシルベまでお電話ください。

※但し定員 12 名に達しない場合、当日飛び入りも歓迎！
お気軽にお問合せ下さい。
レッスン費：1 回 90 分 3,000 円（テキストあり、額縁プレゼント）

初日の出を見に行こう！

※御自分の筆ペンある方、御持参ください。
（お薦めの筆ペン…ぺんてる、呉竹中字）
※筆ペン貸し出しあり（100 円）
※汚れても良い格好でお越しください。
※途中休憩あります。

我孫子らーめん紀行 第６弾！

我孫子市内のおススメスポットを紹介！素敵な写真もとれるかも！

中華みのりや

・手賀大橋（千葉県県道 8 号線我孫子若松交差点付近）

昔懐かしい雰囲気のラーメン店。アットホームなお店

湖北地区公民館

我孫子市役所
山階鳥類研究所

で常連さんは 100 人越え！？

鳥の博物館
五本松公園
水の館〈あびこん /プラネタリウム〉
手賀沼親水広場
手賀沼遊歩道
手賀大橋

安く、美味しく、ボリューム満点でお得感があります！
布佐市民の森

宮の森公園

ラーメンはトッピングにこだわっており、メンマは手割
きで丁寧に仕上げ、チャーシューももちろん自家製で

旧井上家住宅

手賀沼フィッシングセンター

す。一緒に半チャーハンも食べれば、
満腹間違いなし！
ぜひ、お腹を空かせて行ってみて下さいね！

●は本紙に情報掲載のある場所です
初日の出スポット

→

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 。

ラーメン 500 円（税込）
半チャーハン 500 円（税込）

今回も、読者からの熱い要望もあり取材を行いました。

新木

手賀沼

筆ペンで「一年の計」を
書いてみませんか？
練習あとハガキに一年の計を書き、
素敵な額縁にお入れします！
書くことは叶えること…
優しく楽しく教えます。

川

佐

2

10：30 〜「うなきちさんの焼印入りどら焼き」配布
（甘酒・どら焼きは先着順、無くなり次第終了となります。）

・利根川ゆうゆう公園（千葉県我孫子市中峠地区利根川沿い）

布

道の駅
しょうなん

市民体育館

川村学園女子大学

JR 常磐線 天王台

けやきプラザ

10：00 〜 おめでたい獅子舞・あったかい甘酒ふるまい

・五本松公園（千葉県我孫子市岡発戸字明門作 1408）

MAP

我孫子

毎年恒例！アビシルベで新しい年をお祝いしよう！
手賀沼のうなきちさんもやってくる！
皆さまぜひお立ち寄りくださいね。

・手賀沼遊歩道（千葉県我孫子市高野山新田手賀沼沿い）

中央学院大学

←柏

土

Tel.04-7100-0014

我孫子市内でも数少ない、社務所に常に人が在中する神社です。
格式高い作りで威厳があります。普段からも御朱印を頂くことが
できますが、せっかくなので大晦日や元旦の日付の御朱印を頂い
てみてはいかがでしょうか？

12：00 〜 15：00

柴崎神社

1 19

千葉県我孫子市本町 2-1-10（JR 我孫子駅南口徒歩 1 分）

所 千葉県我孫子市柴崎 737（JR 常磐線天王台駅北口より徒歩約 7 分）

「コアジサシデコイのペイント」コアジサシのデコイ（模型）に色を塗ってみよう！

あびこ市民プラザ

〜書いて叶える〜 新春 筆ペン教室

①10 時〜 11 時半
②13 時半〜 15 時

柴崎神社

★ワークショップ
・2 日 12：00 〜 15：00
・3 日

新春ふるまい

書道十段手描きイラストレーターゆり先生の

所 問 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ

★干支展 元旦〜 3 日の 10：00 〜 16：00（最終日のみ〜 15：00）
干支であるイノシシやブタにちなんだ作品を展示します。

〈所さんのそこんトコロ出演〉

アビシルベ年始のイベント情報！

デザート盛り合わせ

所 千葉県我孫子市岡発戸 556 問 Tel.04-7187-0830
営 11：00〜14：00
休 月曜日
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水の館

プラネタリウム
24

月・休

常磐線

松戸

①11:00 〜 ②13:00 〜

上野
東京

ソノライフの生演奏を聴きながら、満天の星を眺めてみませんか？
わかりやすい星空解説でプラネタリウムがもっともっと好きになります！
我孫子市手賀沼親水広場水の館 3F プラネタリウム

千葉県我孫子市高野山新田 193
問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館（施設利用窓口）Tel. 04-7184-0555

鳥 の博 物 館

企画展

1

第８2 回企画展

「友の会展 - 我孫子で子育てする鳥たち -」
12月8日（土）〜平成31年1月14日（月・祝） 場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室
鳥の博物館友の会には、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、各同好会のこの一年の活動成果を紹介します。また、我孫
子で子育てする鳥をテーマに、身近な自然環境にも目を向けます。

12

テーマトーク

定員：各回当日先着 50 人

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。
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

1

ペアで協力したり、他の鳥も協力したり、オスが数
羽の雌を独占したり、逆にメスがオスを独占したり、
子育てを他の鳥に託したり、状況に応じて変えてみ
たり…。鳥たちはいろいろな方法で繁殖します。ま
た、近年の DNA 解析により、育ての親と本当の（遺
伝的な）親が必ずしも同じではないことも分かって
きました。鳥たちの多様な繁殖戦略を紹介します。

（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員

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）

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

我孫子インフォメーションセンター

12
土 「もっと知りたいカモのこと」

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

講師：油田照秋さん

費用：300 円

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。

てがたん

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

※上映 1 時間前からチケット販売を 3F 事務室で開始

15「協力したり、独占したり、托したり、だましたり〜鳥たちの多様な繁殖の仕方〜」

土

品川

我孫子

＝

所

取手

上野東京ライン

12

Vol.69（2018 年 12 月 10 日発行）

♬歌・演奏 ソノライフ
☆星空解説 駒井仁南子さん

「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

寒さも楽しい！我孫子の冬！

鳥凧同好会オリジナルのポリ袋を使った鳥凧を作ります。

6
日 鳥凧教室

時間：13：30 〜 15：30
講師：鳥の博物館友の会鳥凧同好会
対象・定員：小学生以上、先着 14 人
（1 家族 1 人、小学 2 年生以下は保護者同伴）
費用：無料（要入館料）
場所・申込・問合せ：鳥の博物館 TEL.7185-2212

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

白樺文学館

後期：11月1日（木）〜平成31年1月27日（日）

杉 村楚 人冠記念館

企画展
企画展
「我孫子深草窯築窯 80 周年記念河村蜻山展」 明治時代の世界一周旅行〜楚人冠の「世界一周会」
陶芸家河村蜻山が旧柳宗悦邸（三樹荘）に窯を築いて今年で
８０年を迎えます。杉村楚人冠との交流や、第一小学校での
陶芸指導など我孫子に多くの足跡を残した蜻山の魅力に迫る
展覧会です。後期展では、京都・我孫子・鎌倉の各時代を紹
介し、蜻山の多彩な作品を展示します。
あかえかちょうもんこうろ

めいげつよう

我孫子フレンチレストラン tegareʼ
〜書いて叶える〜新春筆ペン教室

コロッセオ（ローマ）での世界一周会一行

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）年末年始休館（12/29〜1/3）
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

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）年末年始休館（12/29〜1/3）
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

〈アビシルベ〉新春ふるまい

我孫子市 3 館は 12/29（土）〜 1/3（木）まで休館となります。
＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生 400 円
ご来館を検討の際はお気を付け下さい。
（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！

12／11（火）13：00〜 12／20（木）12：00まで

HomePage アビシルベ または abikoinfo

我孫子のいろいろ八景歩き展

アビシルベ または @ABISHIRUBE

12／21（金）18：00〜

アビスト de Night☆ LIVE !

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

とうかつふれあい百景展示販売
12／25（火）13：00〜 1／10（木）

手賀沼ポスターコンクール作品展示
12／31（月）アビシルベ休館日
1／1（火・祝）

アビシルベ新春ふるまい
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！
アビプレ69号（2018年12月10日 発行）

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

12／22（土）・23（日）10：00〜16：00

4

柴崎神社御朱印

海外へ行くといえば用務や留学に限られた時代
に実行された、世界一周の団体旅行。
しかも、これはジャーナリスト杉村楚人冠が企
画し朝日新聞の事業として実施されたものでし
た。一 体どんな旅行だったのか、当時の資料
から紹介します。

赤絵花鳥文香炉（明月窯蔵）我孫子時代

＜年末年始休館のお知らせ＞

香取神社御朱印

10月14日（日）〜平成31年1月14日（月・祝）

●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
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手賀大橋から見た初日の出

〈アビシルベ〉成人式記念フリーフォトスポット

・我孫子フレンチレストラン

中華みのりや

tegare （テガーレ）

・御朱印をもらいに行こう！香取神社・柴崎神社
・あびこ農産物直売所あびこん 年末大売出し＆初売り
・アビシルベ年始のイベント情報！
・初日の出を見に行こう！
・我孫子らーめん紀行第 6 弾！ 中華みのりや
・水の館プラネタリウム

クリスマス星空コンサート

・我孫子市 3 館イベント情報
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