Vol.81（2019 年 12 月 10 日発行）

我孫子市３館は１２／２８（土）〜１／３（金）まで休館となります。お出かけの際はお気をつけください。
学芸員ギャラリートーク
11月27日
（水）
〜1月26日
（日）
白樺文学館
せりざわ けいすけ

1

白樺文学館所蔵展「芹沢銈介の装幀」

土

14:00〜15：00

文学館所蔵の芹沢銈介の装幀本を中心に、型絵染の
人間国宝 芹沢銈介のデザイナーとしての魅力に迫ります。

「稲村雑談
13 ―民藝運動と我孫子―」

月祝

所蔵展関連トークイベント「芹沢銈介の魅力について」

芹沢銈介のコレクターであり、本企画展に出品されている芹沢銈介書簡の研究
者である海野雅央氏と学芸員によるトークイベントです。海野氏のコレクション 柳宗悦「今も続く朝鮮の工藝」
もご紹介いただく予定です。 参加費：無料（要入館料）定員 20 名・先着順
（装幀 芹沢銈介）
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

杉 村楚 人冠 記念館

常磐線

松戸
上野

14:00〜15：00

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。

東京
品川

参加費：無料（要入館料）
定員なし（予約不要）

柏

上野東京ライン

11

1

取手

我孫子

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地

TEL：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）

10月12日
（土）
〜1月13日
（月 祝）

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

企画展「観光案内と地図で見る楚人冠の旅」

かつて盛んに作られた観光地図や鳥瞰図入りの観光案内。これに楚人冠が残した
寄稿文を組み合わせて当時の観光地の様子を想像することができる展示です。
『観光の千葉県』の鳥瞰図

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 TEL：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

てがたん 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

12月7日（土）〜1月13日（日）

第８5 回企画展「第１５回友の会展

万葉集の旅〜鶏の鳴く東の国から太宰府まで〜」

12 「冬の虫探し」
14
土

場所：鳥の博物館２階 企画展示室
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、みて歩こう会、
万葉集同好会があり、日頃の活動の成果を展示します。

12

土

1

1

講師：富田直樹さん

18

土

1

（（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員）
内容は未定です。決まり次第広報やＨＰでお知らせします。

「手賀沼のタカとハヤブサの仲間」

11 手賀沼周辺では、およそ１０種ほどのタカとハヤブサのなかまが冬に

土

山階鳥類研究所所員（鳥類研究者）及び
テーマトーク 鳥の博物館学芸員による講演会です。

21「実は日本のカモメ類が減っています」

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。
虫たちは様々な形態で冬越しをしています。
朽木などの隠れていそうな場所を探して虫た
ちの越冬の仕方を観察してみましょう。

なるとやってきます。タカのなかまを探して、彼らの命を支える手賀
沼の生態系について考えます。
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

5 鳥凧教室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。

日

時間：13：30〜15：30 場所：鳥の博物館 多目的ホール
対象：小学生以上の方（小学２年生以下は保護者同伴）
定員：先着 14 人（１家族１つ制作）
費用：無料（入館料別途）
申込：12 月 16 日より電話にて鳥の博物館にて受付

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）

「一茶 -ONE TEA-」

「らーめん 元気」

神社に御朱印をもらいに行こう！

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 TEL：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。）

◆アビシルベ年末年始休館のお知らせ

12 ／ 28（土） 29（日）・30（月）・31（火）・1 ／ 1（水）・2（木）・3（金）
通常営業

休

我孫子東高校つまようじアート展①
（クリスチャン・ラッセン）
アビスト de Night☆

LIVE !

@abishirube
アビシルベ
abikoinformationcenter
または@ABISHIRUBE または@ABISHIRUBE

イベント情報

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

※要予約、アビシルベまでお問い合わせください。

12／23（月）16：00〜12／28（土）12：00まで

我孫子東高校つまようじアート展②
（チーバくん＆マーくん）
1／4（土）10：00〜

新春ふるまい

1／4（土）12：00〜1／11（土）

発見！わたしたちの我孫子の先人展
1／12（日）9：00〜

成人式記念フリーフォトスポット
アビプレ81号（2019年12月10日 発行）

アビスト de Night ★

毎月多彩なゲストを迎えて
我孫子の魅力あふれる
情報をお伝えしています。

12

我孫子の美味しい処

我孫子インフォメーションセンター

「アビシルベ」

YouTube にて動画配信中！

子ども書初め教室

5（日）

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

abishirube または abikoinfo

12／21（土）・22（日）10：00〜16：00

4

館

最新情報はインターネットで！

アビシルベ月間予定

12／3（火）〜12／18（水）

12／20（金）18：00〜19：00

4（土）

新春ふるまいを開催・午後から通常営業
通常営業
※パスポート用証紙・印紙は終日販売

開館時間／
9：00〜18：00
休館日／
年末年始（12/29〜1/3）

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。

柴崎神社

竹内神社

今月の色

・神社に御朱印をもらいに行こう！（香取神社・柴崎神社・竹内神社）

【藁色】

・初日の出を見に行こう！
・我孫子らーめん紀行

第１８弾「らーめん元気」

・我孫子市民コンサート

うなきちパラダイス
これを観れば
振付けもバッチリ！

・NEC グリーンロケッツ「激励会」
・アビシルベイベント情報

今月のアビスト de Night ★

千葉県我孫子市本町2丁目1番10号

★ふみしるべ（白樺文学館）
TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014
★とりしるべ（鳥の博物館）その他 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

成人式記念フリーフォトスポット

・タピオカミルクティー「一茶 -ONE TEA-」

・あびこ農産物直売所あびこん「年末年始大売出し」

! Live）〒270-1151
20 ★Mirei Christmas （

金

香取神社

新春ふるまい・成人式記念フリーフォトスポット
・我孫子市３館イベント情報（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）
・アビシルベ年末年始休館のお知らせ

わらいろ

秋に刈り取った稲の茎が乾燥し、だんだんと黄色
くなり藁色に変わって行きます。
我孫子市内の田んぼでも干された藁が冬の日差し
に照らされ、藁色に輝いています。
藁は中が空洞な性質から防寒具の素材として用い
られ、古くから暮らしには欠かせない存在でした。
現在でも、畑や庭園などで作物や草花の寒さ・霜
よけに敷くことがあります。
暖かみのある優しい黄色は視覚からも暖かさを感じ
る事ができますね。

Go to next page
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タピオカ専門店「一茶 -ONE TEA-」
話題のタピオカ専門店が我孫子市初出店！タピオカ
は本場台湾直輸入！保存料不使用です。

できます。※一部メニューを除く

12/28（土）・29（日）・30（月）

トッピングは一品無料！タピオカはもちろん、ナタ
デココ、コーヒーゼリー、プリンから選べ、追加

野菜や果物、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、
初売りで使える福引券を差し上げます。

で入れることもできます。
〈スタッフおすすめ〉M サイズ 570 円
〈パッションフルーツティー〉
〈ブラックミルクティー〉 〈宇治抹茶ミルク〉
Lサイズのみ 620 円
M サイズ 520 円
M サイズ 550 円

ティーや、宇治抹茶ミルク、パッションフルーツ
ティーなど気分に合わせて選べるのが嬉しいです。

※価格は全て税込です。

寒くなる季節にはホットも選べるので、冷えた体
を温めるのにもぴったり！
店内で飲むもよし、テイクアウトするもよし。タピ

JR 常磐線

オカのモチモチ食感と甘いドリンクの組み合わせ
をお楽しみください！

12

我孫子駅
禁煙

〈我孫子市内のオススメスポット！ 素敵な写真が撮れるかも！〉
冬鳥が飛来中の手賀沼では、オナガガモやキンクロハジロ、ハクチョウなど
鳥と初日の出のコラボレーションも運が良ければ見られるかもしれません。

・手賀大橋（千葉県県道８号線我孫子若松交差点付近）
・手賀沼遊歩道（千葉県我孫子市高野山新田手賀沼沿い）
・五本松公園（千葉絵県我孫子市岡発戸字明門作 1408）
・高野山桃山公園（千葉県我孫子市高野山 454-3）
2

所 千葉県我孫子市布佐 1220

（JR 成田線布佐駅南口より徒歩約 15 分）

問 Tel.080-5435-2314

秋に開催される例大祭が有名な神社です。53 段の急な石階段があり、例大
祭では神輿がここを昇降します。近隣では珍しい子連唐獅子がおり、子宝
に恵まれ子孫繁栄の御神徳があると言われています。普段から社務所に人がいる場合は御朱印を
いただく事ができます。（事前に電話連絡をするのがオススメです。）
また、参拝したことを伝えると葺不合神社の御朱印もいただけます。
初詣に御朱印をいただいてみてはいかがでしょうか？

初日の出を見に行こう！

ジャパンラグビートップリーグ
（チケットのお求めは公式サイトからお早めに）

・・その前に！

所 千葉県我孫子市新木 1812

我孫子らーめん紀行 第18 弾！

我孫子で応援！

プレシーズンマッチ

◎プレシーズンマッチ（vs クボタスピアーズ）※観戦無料

（JR 常磐線天王台駅北口より徒歩約 7 分）

竹内神社

葺不合神社

22

日

「夏」と「冬」を感じる音楽会を開催します。
この機会にぜひご鑑賞ください。

所 千葉県我孫子市柴崎 737

北星神社 所 千葉県我孫子市台田 4-11-27

（JR 我孫子駅南口より徒歩約 7 分）

21

土

12

まもなく開幕！ W 杯出場選手 多数参戦

柴崎神社

我孫子市内では数少ない、社務所に宮司が常駐する神社です。
威厳がある作りが魅力です。普段から御朱印をいただく事がで
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いた
だいてみてはいかがでしょうか？
また、参拝したことを伝えると北星
神社の御朱印もいただけます。
※御朱印は変更になる可能性があり
ます。

所 千葉県我孫子市緑 1-6-8

福引抽選会を開催！
素敵な景品をゲットしよう！
毎年恒例、お野菜たっぷりの
新年粥の振る舞いも行います。

14：00〜（13：30 開場）

御朱印は参拝者に押印されるものです。
（香取神社・柴崎神社・竹内神社）まずはしっかりと参拝を行ってからいただきましょう！

地元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。
◯一夜限りの香取あかり（境内に 200 個の行灯を並べます。大晦日 23：00 より）
◯干支展（ネズミをテーマにした作品展）
◯御朱印（お正月だけの特別な御朱印がいただけます）
◯お神酒・甘酒のふるまい
◯浦安の舞・朝日の舞
詳しくはホームページからご覧いただけます。
※画像の御朱印は昨年のものです。

所 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
問 Tel.04-7168-0821

1/5（日）・6 日（月）

我孫子市民コンサート

北口

所 千葉県我孫子市我孫子 1-11-20（JR 我孫子駅北口徒歩約１分） 問 Tel.080-4868-6440 営 11：00〜22：00 P なし

神社に御朱印をもらいに行こう！

香取神社

年末年始のお買い物は
「あびこん」で！

年末大売出し 初売り

氷の量・トッピングを好みに合わせてカスタマイズ

ドリンクの種 類も豊富で定番 のブラックミルク

「年末年始大売出し」

＜こっそり教えるアビシルベスタッフおすすめメニュー＞
岩塩クリームウーロンミルクティー・甘さオススメ・氷少なめ
（寒い時は氷なし or ホットでも！）・トッピングタピオカ。
サイズはお好みで！ ぜひお試しくださいね＾＾

一茶では、ドリンクの種類・大きさ（M/L）
・甘さ・

2019 年 12 月

12/14（土）13：00 K.O

NEC グラウンド

◎NECグリーンロケッツ激励会

12/14（土）15：30〜 NEC 我孫子クラブ
振興応援団・ファンクラブ会員 3 千円、一般 4 千円 、子供 1 千円

出演者：冨平 恭平（指揮）
我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団
メンデルスゾーン／劇音楽「真夏の夜の夢」より
序曲 Op.21
劇付随音楽 Op.61 スケルツォ、間奏曲、夜想曲、
結婚行進曲
シベリウス／交響曲第２番
入場料：1,000 円（全席自由）※３歳以下のお子様の入場はご遠慮ください。
・軽喫茶ぽぽら（けやきプラザ１F）

チケット
・ブックマルシェ（あびこショッピングプラザ 3F※旧エスパ）
販売場所
・東京事務器（湖北駅南口）

所 けやきプラザ

ふれあいホール

問 我孫子市民コンサート実行委員会

山品さん Tel.04-7132-4069

問 Tel.04-7182-3131（我孫子市商工会）Tel.090-2411-5065（応援団・川喜田）

アビシルベ イベント情報〈新春ふるまい・成人式記念フリーフォトスポット〉

らーめん 元気

さっぱり塩味が美味しいお
店らーめん 元気。
今 回 はオススメの「特 製
魚介塩らーめん」をご紹介
します！
スープはエグ味が出ないよ
うに仕上げた魚介と、鶏ガ
ラと野菜ベースをダブルで
使い、より深い旨味だけを
特製魚介塩らーめん 950 円（税込）
引き出しています。
麺は、開花楼で製麺された麺を使用。スープによく絡むストレートの細麺です。
トッピングのチャーシューや味卵も全て手作り！口の中
でほぐれるチャーシューと半熟の味玉がたまりません。
柚子胡椒を入れて味の変化を楽しむのも
お忘れなく！
所 千葉県我孫子市布佐 3060-12
問 ℡ 04-7113-4968 休 木曜日
営 11：30〜15：00/18：00〜21：00

禁煙

1 4
土

新春ふるまい
新春ふるまい

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！ぜひお立ち寄りください。

1 12
日

成人式記念
フリーフォトスポット
ご用意します！
9：00 〜

費用：無料

10：00〜 おめでたい獅子舞・あったかい甘酒ふるまい
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。
10：30〜 「手賀沼のうなきちさんどら焼き」配布
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！
（甘酒・どら焼きは先着順、無くなり次第終了となります。
手賀沼のうなきちさんもやってきますよ。
どら焼きはお一人様お一つ限りのお渡しです。）
所 問 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ（JR 我孫子駅南口徒歩約 1 分）Tel.04-7100-0014

3

Vol. 81

タピオカ専門店「一茶 -ONE TEA-」
話題のタピオカ専門店が我孫子市初出店！タピオカ
は本場台湾直輸入！保存料不使用です。

できます。※一部メニューを除く

12/28（土）・29（日）・30（月）

トッピングは一品無料！タピオカはもちろん、ナタ
デココ、コーヒーゼリー、プリンから選べ、追加

野菜や果物、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、
初売りで使える福引券を差し上げます。

で入れることもできます。
〈スタッフおすすめ〉M サイズ 570 円
〈パッションフルーツティー〉
〈ブラックミルクティー〉 〈宇治抹茶ミルク〉
Lサイズのみ 620 円
M サイズ 520 円
M サイズ 550 円

ティーや、宇治抹茶ミルク、パッションフルーツ
ティーなど気分に合わせて選べるのが嬉しいです。

※価格は全て税込です。

寒くなる季節にはホットも選べるので、冷えた体
を温めるのにもぴったり！
店内で飲むもよし、テイクアウトするもよし。タピ

JR 常磐線

オカのモチモチ食感と甘いドリンクの組み合わせ
をお楽しみください！

12

我孫子駅
禁煙

〈我孫子市内のオススメスポット！ 素敵な写真が撮れるかも！〉
冬鳥が飛来中の手賀沼では、オナガガモやキンクロハジロ、ハクチョウなど
鳥と初日の出のコラボレーションも運が良ければ見られるかもしれません。

・手賀大橋（千葉県県道８号線我孫子若松交差点付近）
・手賀沼遊歩道（千葉県我孫子市高野山新田手賀沼沿い）
・五本松公園（千葉絵県我孫子市岡発戸字明門作 1408）
・高野山桃山公園（千葉県我孫子市高野山 454-3）
2

所 千葉県我孫子市布佐 1220

（JR 成田線布佐駅南口より徒歩約 15 分）

問 Tel.080-5435-2314

秋に開催される例大祭が有名な神社です。53 段の急な石階段があり、例大
祭では神輿がここを昇降します。近隣では珍しい子連唐獅子がおり、子宝
に恵まれ子孫繁栄の御神徳があると言われています。普段から社務所に人がいる場合は御朱印を
いただく事ができます。（事前に電話連絡をするのがオススメです。）
また、参拝したことを伝えると葺不合神社の御朱印もいただけます。
初詣に御朱印をいただいてみてはいかがでしょうか？

初日の出を見に行こう！

ジャパンラグビートップリーグ
（チケットのお求めは公式サイトからお早めに）

・・その前に！

所 千葉県我孫子市新木 1812

我孫子らーめん紀行 第18 弾！

我孫子で応援！

プレシーズンマッチ

◎プレシーズンマッチ（vs クボタスピアーズ）※観戦無料

（JR 常磐線天王台駅北口より徒歩約 7 分）

竹内神社

葺不合神社

22

日

「夏」と「冬」を感じる音楽会を開催します。
この機会にぜひご鑑賞ください。

所 千葉県我孫子市柴崎 737

北星神社 所 千葉県我孫子市台田 4-11-27

（JR 我孫子駅南口より徒歩約 7 分）

21

土

12

まもなく開幕！ W 杯出場選手 多数参戦

柴崎神社

我孫子市内では数少ない、社務所に宮司が常駐する神社です。
威厳がある作りが魅力です。普段から御朱印をいただく事がで
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いた
だいてみてはいかがでしょうか？
また、参拝したことを伝えると北星
神社の御朱印もいただけます。
※御朱印は変更になる可能性があり
ます。

所 千葉県我孫子市緑 1-6-8

福引抽選会を開催！
素敵な景品をゲットしよう！
毎年恒例、お野菜たっぷりの
新年粥の振る舞いも行います。

14：00〜（13：30 開場）

御朱印は参拝者に押印されるものです。
（香取神社・柴崎神社・竹内神社）まずはしっかりと参拝を行ってからいただきましょう！

地元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。
◯一夜限りの香取あかり（境内に 200 個の行灯を並べます。大晦日 23：00 より）
◯干支展（ネズミをテーマにした作品展）
◯御朱印（お正月だけの特別な御朱印がいただけます）
◯お神酒・甘酒のふるまい
◯浦安の舞・朝日の舞
詳しくはホームページからご覧いただけます。
※画像の御朱印は昨年のものです。

所 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
問 Tel.04-7168-0821

1/5（日）・6 日（月）

我孫子市民コンサート

北口

所 千葉県我孫子市我孫子 1-11-20（JR 我孫子駅北口徒歩約１分） 問 Tel.080-4868-6440 営 11：00〜22：00 P なし

神社に御朱印をもらいに行こう！

香取神社

年末年始のお買い物は
「あびこん」で！

年末大売出し 初売り

氷の量・トッピングを好みに合わせてカスタマイズ

ドリンクの種 類も豊富で定番 のブラックミルク

「年末年始大売出し」

＜こっそり教えるアビシルベスタッフおすすめメニュー＞
岩塩クリームウーロンミルクティー・甘さオススメ・氷少なめ
（寒い時は氷なし or ホットでも！）・トッピングタピオカ。
サイズはお好みで！ ぜひお試しくださいね＾＾

一茶では、ドリンクの種類・大きさ（M/L）
・甘さ・

2019 年 12 月

12/14（土）13：00 K.O

NEC グラウンド

◎NECグリーンロケッツ激励会

12/14（土）15：30〜 NEC 我孫子クラブ
振興応援団・ファンクラブ会員 3 千円、一般 4 千円 、子供 1 千円

出演者：冨平 恭平（指揮）
我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団
メンデルスゾーン／劇音楽「真夏の夜の夢」より
序曲 Op.21
劇付随音楽 Op.61 スケルツォ、間奏曲、夜想曲、
結婚行進曲
シベリウス／交響曲第２番
入場料：1,000 円（全席自由）※３歳以下のお子様の入場はご遠慮ください。
・軽喫茶ぽぽら（けやきプラザ１F）

チケット
・ブックマルシェ（あびこショッピングプラザ 3F※旧エスパ）
販売場所
・東京事務器（湖北駅南口）

所 けやきプラザ

ふれあいホール

問 我孫子市民コンサート実行委員会

山品さん Tel.04-7132-4069

問 Tel.04-7182-3131（我孫子市商工会）Tel.090-2411-5065（応援団・川喜田）

アビシルベ イベント情報〈新春ふるまい・成人式記念フリーフォトスポット〉

らーめん 元気

さっぱり塩味が美味しいお
店らーめん 元気。
今 回 はオススメの「特 製
魚介塩らーめん」をご紹介
します！
スープはエグ味が出ないよ
うに仕上げた魚介と、鶏ガ
ラと野菜ベースをダブルで
使い、より深い旨味だけを
特製魚介塩らーめん 950 円（税込）
引き出しています。
麺は、開花楼で製麺された麺を使用。スープによく絡むストレートの細麺です。
トッピングのチャーシューや味卵も全て手作り！口の中
でほぐれるチャーシューと半熟の味玉がたまりません。
柚子胡椒を入れて味の変化を楽しむのも
お忘れなく！
所 千葉県我孫子市布佐 3060-12
問 ℡ 04-7113-4968 休 木曜日
営 11：30〜15：00/18：00〜21：00

禁煙

1 4
土

新春ふるまい
新春ふるまい

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！ぜひお立ち寄りください。

1 12
日

成人式記念
フリーフォトスポット
ご用意します！
9：00 〜

費用：無料

10：00〜 おめでたい獅子舞・あったかい甘酒ふるまい
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。
10：30〜 「手賀沼のうなきちさんどら焼き」配布
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！
（甘酒・どら焼きは先着順、無くなり次第終了となります。
手賀沼のうなきちさんもやってきますよ。
どら焼きはお一人様お一つ限りのお渡しです。）
所 問 我孫子インフォメーションセンター アビシルベ（JR 我孫子駅南口徒歩約 1 分）Tel.04-7100-0014
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我孫子市３館は１２／２８（土）〜１／３（金）まで休館となります。お出かけの際はお気をつけください。
学芸員ギャラリートーク
11月27日
（水）
〜1月26日
（日）
白樺文学館
せりざわ けいすけ

1

白樺文学館所蔵展「芹沢銈介の装幀」

土

14:00〜15：00

文学館所蔵の芹沢銈介の装幀本を中心に、型絵染の
人間国宝 芹沢銈介のデザイナーとしての魅力に迫ります。

「稲村雑談
13 ―民藝運動と我孫子―」

月祝

所蔵展関連トークイベント「芹沢銈介の魅力について」

芹沢銈介のコレクターであり、本企画展に出品されている芹沢銈介書簡の研究
者である海野雅央氏と学芸員によるトークイベントです。海野氏のコレクション 柳宗悦「今も続く朝鮮の工藝」
もご紹介いただく予定です。 参加費：無料（要入館料）定員 20 名・先着順
（装幀 芹沢銈介）
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

杉 村楚 人冠 記念館

常磐線

松戸
上野

14:00〜15：00

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。

東京
品川

参加費：無料（要入館料）
定員なし（予約不要）

柏

上野東京ライン

11

1

取手

我孫子

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

千葉県我孫子市の
情報発信基地

TEL：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）

10月12日
（土）
〜1月13日
（月 祝）

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

企画展「観光案内と地図で見る楚人冠の旅」

かつて盛んに作られた観光地図や鳥瞰図入りの観光案内。これに楚人冠が残した
寄稿文を組み合わせて当時の観光地の様子を想像することができる展示です。
『観光の千葉県』の鳥瞰図

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 TEL：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

てがたん 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

12月7日（土）〜1月13日（日）

第８5 回企画展「第１５回友の会展

万葉集の旅〜鶏の鳴く東の国から太宰府まで〜」

12 「冬の虫探し」
14
土

場所：鳥の博物館２階 企画展示室
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、みて歩こう会、
万葉集同好会があり、日頃の活動の成果を展示します。

12

土

1

1

講師：富田直樹さん

18

土

1

（（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員）
内容は未定です。決まり次第広報やＨＰでお知らせします。

「手賀沼のタカとハヤブサの仲間」

11 手賀沼周辺では、およそ１０種ほどのタカとハヤブサのなかまが冬に

土

山階鳥類研究所所員（鳥類研究者）及び
テーマトーク 鳥の博物館学芸員による講演会です。

21「実は日本のカモメ類が減っています」

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。
虫たちは様々な形態で冬越しをしています。
朽木などの隠れていそうな場所を探して虫た
ちの越冬の仕方を観察してみましょう。

なるとやってきます。タカのなかまを探して、彼らの命を支える手賀
沼の生態系について考えます。
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

5 鳥凧教室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。

日

時間：13：30〜15：30 場所：鳥の博物館 多目的ホール
対象：小学生以上の方（小学２年生以下は保護者同伴）
定員：先着 14 人（１家族１つ制作）
費用：無料（入館料別途）
申込：12 月 16 日より電話にて鳥の博物館にて受付

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）

「一茶 -ONE TEA-」

「らーめん 元気」

神社に御朱印をもらいに行こう！

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 TEL：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。）

◆アビシルベ年末年始休館のお知らせ

12 ／ 28（土） 29（日）・30（月）・31（火）・1 ／ 1（水）・2（木）・3（金）
通常営業

休

我孫子東高校つまようじアート展①
（クリスチャン・ラッセン）
アビスト de Night☆

LIVE !

@abishirube
アビシルベ
abikoinformationcenter
または@ABISHIRUBE または@ABISHIRUBE

イベント情報

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

※要予約、アビシルベまでお問い合わせください。

12／23（月）16：00〜12／28（土）12：00まで

我孫子東高校つまようじアート展②
（チーバくん＆マーくん）
1／4（土）10：00〜

新春ふるまい

1／4（土）12：00〜1／11（土）

発見！わたしたちの我孫子の先人展
1／12（日）9：00〜

成人式記念フリーフォトスポット
アビプレ81号（2019年12月10日 発行）

アビスト de Night ★

毎月多彩なゲストを迎えて
我孫子の魅力あふれる
情報をお伝えしています。

12

我孫子の美味しい処

我孫子インフォメーションセンター

「アビシルベ」

YouTube にて動画配信中！

子ども書初め教室

5（日）

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

abishirube または abikoinfo

12／21（土）・22（日）10：00〜16：00

4

館

最新情報はインターネットで！

アビシルベ月間予定

12／3（火）〜12／18（水）

12／20（金）18：00〜19：00

4（土）

新春ふるまいを開催・午後から通常営業
通常営業
※パスポート用証紙・印紙は終日販売

開館時間／
9：00〜18：00
休館日／
年末年始（12/29〜1/3）

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。

柴崎神社

竹内神社

今月の色

・神社に御朱印をもらいに行こう！（香取神社・柴崎神社・竹内神社）

【藁色】

・初日の出を見に行こう！
・我孫子らーめん紀行

第１８弾「らーめん元気」

・我孫子市民コンサート

うなきちパラダイス
これを観れば
振付けもバッチリ！

・NEC グリーンロケッツ「激励会」
・アビシルベイベント情報

今月のアビスト de Night ★

千葉県我孫子市本町2丁目1番10号

★ふみしるべ（白樺文学館）
TEL 04-7100-0014 FAX 04-7108-0014
★とりしるべ（鳥の博物館）その他 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

成人式記念フリーフォトスポット

・タピオカミルクティー「一茶 -ONE TEA-」

・あびこ農産物直売所あびこん「年末年始大売出し」

! Live）〒270-1151
20 ★Mirei Christmas （

金

香取神社

新春ふるまい・成人式記念フリーフォトスポット
・我孫子市３館イベント情報（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）
・アビシルベ年末年始休館のお知らせ

わらいろ

秋に刈り取った稲の茎が乾燥し、だんだんと黄色
くなり藁色に変わって行きます。
我孫子市内の田んぼでも干された藁が冬の日差し
に照らされ、藁色に輝いています。
藁は中が空洞な性質から防寒具の素材として用い
られ、古くから暮らしには欠かせない存在でした。
現在でも、畑や庭園などで作物や草花の寒さ・霜
よけに敷くことがあります。
暖かみのある優しい黄色は視覚からも暖かさを感じ
る事ができますね。
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