Vol.75（2019 年 6 月 10 日発行）

鳥 の 博 物 館 第８3 回企画展「てがたん展」開催中〜6月16日（日）
手賀沼花火大会 2019 第８4 回企画展
駅頭募金のお知らせ 「世界からみた日本の鳥」日本の鳥は世界の鳥と比べて、どんな特徴があるのでしょうか？
日本では普通種でも、世界的には日本の周りにしか分布していな
場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

手賀沼花火大会に向けて
手賀沼のうなきちさんもやってくる！

・6 月 11 日（火） 18 時〜 19 時
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・7 月 4 日（木） 18 時〜 19 時 30 分

テーマトーク

※状況により開催場所・時間が変更になる
場合がございます。

CHIBA

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

〜キジやコウノトリはどうなってる？」

キジ台湾産亜種

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

問 商業観光課 Tel.04-7185-1475

6

ABIKO

和名にあわせて図鑑に必ず書いてある学名はラテン語で、万国共通なの
時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15） だと説明されています。でも、学名ってときどき図鑑によって違いますよ
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール
ね。たとえば、キジやコウノトリでそういう例を見たことがある方もいらっ
申込：不要（当日先着５０名）
しゃるでしょう。専門家にとっても少し面倒な学名の仕組みのあらましを
参加費：無料（入館料別途）
身近な例からお話します。

開催場所：JR 我孫子駅北口・南口

白樺文学館

成田

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

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

講師：平岡考さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室専門員）

・7 月 26 日（金） 18 時〜 20 時

成田線

「アビシルベ」発行（月刊）

15「万国共通な学名が図鑑によって違うわけ

土

・7 月 10 日（水） 18 時〜 20 時

品川

13「てがたんしりとり」

の名前でしりとりに挑戦します。偶然からはじまる発
見を楽しみましょう。

・6 月 28 日（金） 18 時〜 19 時

東京

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。
てがたん 毎月第二土曜日に開催しています。
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）
チームに分かれて、てがたんコースでみつけた生き物 申込：不要

土

みなさまのご協力をお願いたします。
みなさまのご協力をお願いいたします。

上野

い鳥もいます。海外から訪れる皆さんに紹介したい、日本らしい
鳥を展示します。

柏

＝
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駅頭募金を行います。

常磐線

松戸
上野東京ライン

7月13日（土）〜11月24日（日）

今年も 8/3（土）に開催が決定した

取手

我孫子

杉 村楚 人冠記念館 5月18日（土）〜7月7日（日）
学芸員ギャラリートーク
「稲村雑談―白樺派と我孫子―」
テーマ展示

23

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。

日

時間：14：00〜15：00
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）
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時間：14：00〜15：30
（途中休憩あり）
参加費：無料
（ただし入館料がかかります）

「てがみ展 〜お悔やみのてがみ〜」

お悔やみを伝える手段といえば
今では弔電が一般的で、てが
みでお悔やみを伝えることは少
なくなっているので はないで
しょうか。
かつてのてがみでのお悔やみの
表し方を、この展示でのぞいて
みましょう。

白樺の調べ 〜志賀直哉〜

30

日

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏をお楽
しみいただきます。
今月は志賀直哉の作（
「リーチのこと」ほか）
を朗読とピアノのコラボレーションでお送り
します。

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 TEL：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

和歌を添えたお悔やみ

フォー 77

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

＊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。）

最新情報はインターネットで！

アビシルベ月間予定
6／3（月）〜 6／13（木）

HomePage

我孫子らーめん紀行展第1弾

アビシルベ

または abikoinfo

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

6／14（金）13：00〜 6／21（金）12：00

東京オリンピック・パラリンピック
パネルキャラバン
6／21（金）18：00〜19：00
6／23（日）11：00〜16：00

ライブ・オン・アビシルベ LIVE !
6／24（月）〜 6／30（日）

あびこのおみやげ買えるうな〜
7／2（火）〜7／15（月・祝）

カヌーに触れてみよう！
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アビプレ75号（2019年6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 abikoinfo

YouTube にて動画配信中！
イベント情報

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

アビスト de Night☆ LIVE !

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迎えて
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。

うなきちパラダイス
これを観れば
振付けもバッチリ！

今月のアビスト de Night ★

★三令 Live 〜雨ウタ特集〜
6
21 ★らーめん紀行 〜たけまさ〜
金
★レキシルベ、
沼ッチャオ♡、他

開館時間／9:00〜18:00
休 館 日／年末年始（12/29〜1/3）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

内味喜

カレーラーメン

海華

山椒坦々麺

・フォー77
・我孫子らーめん紀行 第 10 弾（内味喜）・第 11 弾（海華）
・チーバくんと隠された１２の暗号 in とうかつ
・6/15 は千葉県民の日！施設を無料開放！
・子ども書道教室参加者募集！
・第 5 回我孫子まちゼミ
・手賀沼花火大会 2019 駅頭募金のお知らせ
・我孫子市 3 館イベント情報
（白樺文学館・鳥の博物館・杉村楚人冠記念館）

チーバくん

今月の色
【露草色】
この時期から咲き始める青い花が
印象的な露草。
古来より染物の下絵にも使われて
きました。子供の頃花を集めて色
水を作った方も多いのでは？
我孫子市内でも路肩に見つけるこ
とが出来ます。散策の楽しみの一
つとして露草を探してみてはいかが
でしょうか。

Go to next page

Vol. 75

フォー77

賞品
A賞

チーバくんと
隠された１２の暗号
in とうかつ

布佐にオープンした本格ベトナム料理店。
ハノイ出身のオーナーこだわりの北ベトナム料理を楽しむことが
出来ます。
定番の「牛肉フォー（880 円）」はうま味いっぱいのスープと、
つるんとしたフォーの相性抜群！

12 個すべての暗号を解読した方（20 名様）

チーバくん特製クオカード 5,000 円分
B賞
8 個以上の暗号を解読した方（30 名様）

6月15日（土）〜9月1日（日）

応募締切：９月１６日（月・祝）（当日消印有効）

東葛飾地域 6 市（松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市）
の公園や観光施設など計 12 施設にチーバくんが暗号を隠して待っています。
食後にはたっぷりの練乳に濃く入れたコーヒーを注ぐ
「ベトナムコーヒー（練乳入り 300 円）」をお楽しみください。

各市の特産品

チーバくん

各テーブルに用意されている調味料で自分好みにカスタマイズで
きるのも嬉しいです。

暗号は計 12 種類。各施設には「暗号」と、対応する「ヒント」が 1 つずつ

C賞
4 個以上の暗号を解読した方（40 名様）

チーバくんグッズ詰め合わせ
D賞
2 個以上の暗号を解読した方（60 名様）

オリジナルチーバくんピンバッジセット

隠してあるので、施設内を探して暗号を解読しよう。

問 千葉県東葛飾地域振興事務所

解読した暗号の数に応じて素敵な賞品をプレゼントします。
詳しくはパンフレットをご覧ください。パンフレットはアビシルベでも配布中！
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もちもちの皮がやみつきになる
「生春巻き（300 円）」もおススメ！

土

この他にもベトナムのサンドイッチ
汁無し麺「ブンボー・ナムボー（880 円）」など
日本ではなかなか味わえないメニューがたくさん！
ちょっとした旅行気分を味わえるフォー 77 にぜひお出かけ下さい。
※価格は全て税別です。

栄橋

千葉県我孫子市布佐 2787-12
Tel.04-7189-7539
8：00 〜 24：00 頃まで
不定休
駐車場 3 台有り
356

は千葉県民の日！ 施設を無料開放！

都

東口

布佐駅

我孫子らーめん紀行 第 10 弾！ 我孫子らーめん紀行 第 11 弾！
な み き

か い か

内味喜

海華

Tel.047-361-2111

6/15（土）は千葉県民の日！ これに伴い、
我孫子市内の下記施設を無料開放します。
ぜひお出かけ下さい。

白樺文学館

杉村楚人冠記念館

入館無料
9：30 〜 16：30
我孫子市高野山 234-3 Tel.04-7185-2212

入館無料
9：30 〜 16：30
我孫子市緑 2-11-8 Tel.04-7185-2192

入館無料
9：00 〜 16：30
我孫子市緑 2-5-5 Tel.04-7182-8578

水の館プラネタリウム

手賀沼公園ミニ SL

レンタサイクル

鳥の博物館

「バインミー（500 円）」や、

所
問
営
休
P
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2019 年 6 月

無料上映
10：00 〜 11：00 〜 13：00 〜
14：00 〜 15：00 〜 16：00 〜
我孫子市高野山新田 193 Tel.04-7184-0555

乗車無料
9：30 〜 12：00 13：00 〜 17：00
※荒天中止
我孫子市若松 1 Tel.04-7188-2204
（シルバー人材センター）

市民体育館

ふれあい工房

利用無料
9：00 〜 21：00
（6/1（土）〜窓口で要申請、先着順）
骨密度・インボディ測定会も 500 円で開催します。
我孫子市古戸 696 Tel.04-7187-1155

利用無料
6/11（火）〜 16（日）9：00 〜 17：00
※市内在住・在学・在勤の方
（リサイクル教室は除く）
我孫子市青山 450 Tel.04-7186-5500

レンタル無料
9：00 〜 17：00（貸出は 16：00 まで）
※荒天中止
・サイクルパーク我孫子
・手賀沼公園
・鳥の博物館
・道の駅しょうなん
・北柏ふるさと公園
・セブンパークアリオ柏
・手賀沼フィッシングセンター
Tel.04-7188-2204（シルバー人材センター）

子ども書道教室参加者募集！
久保煌泉（くぼ こうせん）先生が優しく教えてくれます。
〜夏休みの課題を半紙に書こう〜
夏休みの宿題を終わらせたい方必見！
今年の課題の字を書こう！
【対象：小学 1 年生〜 6 年生】

〜鉛筆でひらがなを書こう〜
鉛筆できれいな字を書いてみよう！
【対象：未就学児】
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山椒坦々麺（760 円）税別
カレーラーメン（650 円）

自家製ハンバーグ（680 円）

洋食店で修業したご主人が営むラーメン店。アットホームな雰囲気が魅力です。
今回注文した「カレーラーメン（650 円）
」は人気メニューで売り切れることもし
ばしば。洋食を学んだご主人ならではの本格カレーと、ラーメンの融合！ 麺に
絡みつく濃厚カレースープが病み付きになります。
ラーメン店では珍しい「自家製ハンバーグ（680 円）
」は旨味と肉汁たっぷり！
ラーメンも洋食も楽しめる「内味喜」
、ぜひ足を運んでみて下さいね。
※価格は全て税込です。

所 千葉県我孫子市並木 5-1-8 問 Tel.04-7182-5904 営 11：00 〜 21：00 休 月曜
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バリバリ焼餃子（420 円）税別

種類豊富な中華料理をお手頃価格で楽しめる「海華」は、ランチもディナーも人足
が途絶えることがない人気店です。
おすすめの「山椒坦々麺（760 円税別）
」は名前の通り山椒がたっぷり！ 山椒の良
い香りと、ビリビリとしびれる辛さがたまりません。それでも辛さが足りない時は追
加で山椒をかけてもらうことも！？ 辛さの中にも旨味がある癖になる逸品です。
箸休めには海華の人気メニュー「バリバリ焼餃子（420 円税抜）
」をどうぞ！
お酒のメニューも豊富なのでチョイ飲みにもぴったり。昼からビールもいいですね。

所 千葉県我孫子市本町 2-3-5 問 Tel.04-7182-6568
営 ランチ 11：30 〜 15：00 ／ディナー 17：00 〜 23：00 休 定休なし

20

土

7

21

日

①10：00 〜 11：00
②11：30 〜 12：30
③14：00 〜 15：00

※各回先着 5 名、要事前予約、6/20〜受付
費用：小学生 500 円／未就学児無料
（未就学児には保護者同伴）

予約 問 我孫子インフォメーションセンター
アビシルベ

℡：04-7100-0014

道具は全てご用意いたしますが、ご自分の筆をお持ちでしたら
ご持参ください。
墨を使いますので汚れても良い服装でいらして下さい。
みなさまのご予約をお待ちしております。

まちゼミとは？
・お店の方が講師になって、プロならではの “使い方や考え方” “コツ”
などを無料で教えてくれる少人数制のミニ講座です。
・60 〜 90 分程度で分かりやすく、気軽に参加していただけます。
・
「お店」と「まち」のファンになって頂くための講座です。お店からの販売・
勧誘は一切ありません！ 安心して受講して下さい。
※講座は基本無料ですが、場合によって材料費が必要な場合がございます。
※材料費等は講座当日各店舗にお支払い下さい。
※お申し込み後のキャンセルは、材料費を頂戴する場合がございます。
詳しくはパンフレットをご覧ください。アビシルベでも配布中！
【事務局】我孫子市商工会 Tel.04-7182-3131（講座のお申し込みは出来ません）
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フォー77

賞品
A賞

チーバくんと
隠された１２の暗号
in とうかつ

布佐にオープンした本格ベトナム料理店。
ハノイ出身のオーナーこだわりの北ベトナム料理を楽しむことが
出来ます。
定番の「牛肉フォー（880 円）」はうま味いっぱいのスープと、
つるんとしたフォーの相性抜群！

12 個すべての暗号を解読した方（20 名様）

チーバくん特製クオカード 5,000 円分
B賞
8 個以上の暗号を解読した方（30 名様）

6月15日（土）〜9月1日（日）

応募締切：９月１６日（月・祝）（当日消印有効）

東葛飾地域 6 市（松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市）
の公園や観光施設など計 12 施設にチーバくんが暗号を隠して待っています。
食後にはたっぷりの練乳に濃く入れたコーヒーを注ぐ
「ベトナムコーヒー（練乳入り 300 円）」をお楽しみください。

各市の特産品

チーバくん

各テーブルに用意されている調味料で自分好みにカスタマイズで
きるのも嬉しいです。

暗号は計 12 種類。各施設には「暗号」と、対応する「ヒント」が 1 つずつ

C賞
4 個以上の暗号を解読した方（40 名様）

チーバくんグッズ詰め合わせ
D賞
2 個以上の暗号を解読した方（60 名様）

オリジナルチーバくんピンバッジセット

隠してあるので、施設内を探して暗号を解読しよう。

問 千葉県東葛飾地域振興事務所

解読した暗号の数に応じて素敵な賞品をプレゼントします。
詳しくはパンフレットをご覧ください。パンフレットはアビシルベでも配布中！

6

もちもちの皮がやみつきになる
「生春巻き（300 円）」もおススメ！

土

この他にもベトナムのサンドイッチ
汁無し麺「ブンボー・ナムボー（880 円）」など
日本ではなかなか味わえないメニューがたくさん！
ちょっとした旅行気分を味わえるフォー 77 にぜひお出かけ下さい。
※価格は全て税別です。

栄橋

千葉県我孫子市布佐 2787-12
Tel.04-7189-7539
8：00 〜 24：00 頃まで
不定休
駐車場 3 台有り
356

は千葉県民の日！ 施設を無料開放！

都

東口

布佐駅

我孫子らーめん紀行 第 10 弾！ 我孫子らーめん紀行 第 11 弾！
な み き

か い か

内味喜

海華

Tel.047-361-2111

6/15（土）は千葉県民の日！ これに伴い、
我孫子市内の下記施設を無料開放します。
ぜひお出かけ下さい。

白樺文学館

杉村楚人冠記念館

入館無料
9：30 〜 16：30
我孫子市高野山 234-3 Tel.04-7185-2212

入館無料
9：30 〜 16：30
我孫子市緑 2-11-8 Tel.04-7185-2192

入館無料
9：00 〜 16：30
我孫子市緑 2-5-5 Tel.04-7182-8578

水の館プラネタリウム

手賀沼公園ミニ SL

レンタサイクル

鳥の博物館

「バインミー（500 円）」や、

所
問
営
休
P

15

2019 年 6 月

無料上映
10：00 〜 11：00 〜 13：00 〜
14：00 〜 15：00 〜 16：00 〜
我孫子市高野山新田 193 Tel.04-7184-0555

乗車無料
9：30 〜 12：00 13：00 〜 17：00
※荒天中止
我孫子市若松 1 Tel.04-7188-2204
（シルバー人材センター）

市民体育館

ふれあい工房

利用無料
9：00 〜 21：00
（6/1（土）〜窓口で要申請、先着順）
骨密度・インボディ測定会も 500 円で開催します。
我孫子市古戸 696 Tel.04-7187-1155

利用無料
6/11（火）〜 16（日）9：00 〜 17：00
※市内在住・在学・在勤の方
（リサイクル教室は除く）
我孫子市青山 450 Tel.04-7186-5500

レンタル無料
9：00 〜 17：00（貸出は 16：00 まで）
※荒天中止
・サイクルパーク我孫子
・手賀沼公園
・鳥の博物館
・道の駅しょうなん
・北柏ふるさと公園
・セブンパークアリオ柏
・手賀沼フィッシングセンター
Tel.04-7188-2204（シルバー人材センター）

子ども書道教室参加者募集！
久保煌泉（くぼ こうせん）先生が優しく教えてくれます。
〜夏休みの課題を半紙に書こう〜
夏休みの宿題を終わらせたい方必見！
今年の課題の字を書こう！
【対象：小学 1 年生〜 6 年生】

〜鉛筆でひらがなを書こう〜
鉛筆できれいな字を書いてみよう！
【対象：未就学児】

7
山椒坦々麺（760 円）税別
カレーラーメン（650 円）

自家製ハンバーグ（680 円）

洋食店で修業したご主人が営むラーメン店。アットホームな雰囲気が魅力です。
今回注文した「カレーラーメン（650 円）
」は人気メニューで売り切れることもし
ばしば。洋食を学んだご主人ならではの本格カレーと、ラーメンの融合！ 麺に
絡みつく濃厚カレースープが病み付きになります。
ラーメン店では珍しい「自家製ハンバーグ（680 円）
」は旨味と肉汁たっぷり！
ラーメンも洋食も楽しめる「内味喜」
、ぜひ足を運んでみて下さいね。
※価格は全て税込です。

所 千葉県我孫子市並木 5-1-8 問 Tel.04-7182-5904 営 11：00 〜 21：00 休 月曜

2

バリバリ焼餃子（420 円）税別

種類豊富な中華料理をお手頃価格で楽しめる「海華」は、ランチもディナーも人足
が途絶えることがない人気店です。
おすすめの「山椒坦々麺（760 円税別）
」は名前の通り山椒がたっぷり！ 山椒の良
い香りと、ビリビリとしびれる辛さがたまりません。それでも辛さが足りない時は追
加で山椒をかけてもらうことも！？ 辛さの中にも旨味がある癖になる逸品です。
箸休めには海華の人気メニュー「バリバリ焼餃子（420 円税抜）
」をどうぞ！
お酒のメニューも豊富なのでチョイ飲みにもぴったり。昼からビールもいいですね。

所 千葉県我孫子市本町 2-3-5 問 Tel.04-7182-6568
営 ランチ 11：30 〜 15：00 ／ディナー 17：00 〜 23：00 休 定休なし

20

土

7

21

日

①10：00 〜 11：00
②11：30 〜 12：30
③14：00 〜 15：00

※各回先着 5 名、要事前予約、6/20〜受付
費用：小学生 500 円／未就学児無料
（未就学児には保護者同伴）

予約 問 我孫子インフォメーションセンター
アビシルベ

℡：04-7100-0014

道具は全てご用意いたしますが、ご自分の筆をお持ちでしたら
ご持参ください。
墨を使いますので汚れても良い服装でいらして下さい。
みなさまのご予約をお待ちしております。

まちゼミとは？
・お店の方が講師になって、プロならではの “使い方や考え方” “コツ”
などを無料で教えてくれる少人数制のミニ講座です。
・60 〜 90 分程度で分かりやすく、気軽に参加していただけます。
・
「お店」と「まち」のファンになって頂くための講座です。お店からの販売・
勧誘は一切ありません！ 安心して受講して下さい。
※講座は基本無料ですが、場合によって材料費が必要な場合がございます。
※材料費等は講座当日各店舗にお支払い下さい。
※お申し込み後のキャンセルは、材料費を頂戴する場合がございます。
詳しくはパンフレットをご覧ください。アビシルベでも配布中！
【事務局】我孫子市商工会 Tel.04-7182-3131（講座のお申し込みは出来ません）

3

Vol.75（2019 年 6 月 10 日発行）

鳥 の 博 物 館 第８3 回企画展「てがたん展」開催中〜6月16日（日）
手賀沼花火大会 2019 第８4 回企画展
駅頭募金のお知らせ 「世界からみた日本の鳥」日本の鳥は世界の鳥と比べて、どんな特徴があるのでしょうか？
日本では普通種でも、世界的には日本の周りにしか分布していな
場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

手賀沼花火大会に向けて
手賀沼のうなきちさんもやってくる！

・6 月 11 日（火） 18 時〜 19 時

6

・7 月 4 日（木） 18 時〜 19 時 30 分

テーマトーク

※状況により開催場所・時間が変更になる
場合がございます。

CHIBA

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

〜キジやコウノトリはどうなってる？」

キジ台湾産亜種

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

問 商業観光課 Tel.04-7185-1475

6

ABIKO

和名にあわせて図鑑に必ず書いてある学名はラテン語で、万国共通なの
時間：13：30 〜 14：15（開場 13：15） だと説明されています。でも、学名ってときどき図鑑によって違いますよ
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール
ね。たとえば、キジやコウノトリでそういう例を見たことがある方もいらっ
申込：不要（当日先着５０名）
しゃるでしょう。専門家にとっても少し面倒な学名の仕組みのあらましを
参加費：無料（入館料別途）
身近な例からお話します。

開催場所：JR 我孫子駅北口・南口

白樺文学館

成田

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

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。

講師：平岡考さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室専門員）

・7 月 26 日（金） 18 時〜 20 時

成田線

「アビシルベ」発行（月刊）

15「万国共通な学名が図鑑によって違うわけ

土

・7 月 10 日（水） 18 時〜 20 時

品川

13「てがたんしりとり」

の名前でしりとりに挑戦します。偶然からはじまる発
見を楽しみましょう。

・6 月 28 日（金） 18 時〜 19 時

東京

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。
てがたん 毎月第二土曜日に開催しています。
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）
チームに分かれて、てがたんコースでみつけた生き物 申込：不要

土

みなさまのご協力をお願いたします。
みなさまのご協力をお願いいたします。

上野

い鳥もいます。海外から訪れる皆さんに紹介したい、日本らしい
鳥を展示します。

柏

＝

7

駅頭募金を行います。

常磐線

松戸
上野東京ライン

7月13日（土）〜11月24日（日）

今年も 8/3（土）に開催が決定した

取手

我孫子

杉 村楚 人冠記念館 5月18日（土）〜7月7日（日）
学芸員ギャラリートーク
「稲村雑談―白樺派と我孫子―」
テーマ展示

23

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。

日

時間：14：00〜15：00
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）

6

時間：14：00〜15：30
（途中休憩あり）
参加費：無料
（ただし入館料がかかります）

「てがみ展 〜お悔やみのてがみ〜」

お悔やみを伝える手段といえば
今では弔電が一般的で、てが
みでお悔やみを伝えることは少
なくなっているので はないで
しょうか。
かつてのてがみでのお悔やみの
表し方を、この展示でのぞいて
みましょう。

白樺の調べ 〜志賀直哉〜

30

日

市民スタッフによる朗読とピアノ演奏をお楽
しみいただきます。
今月は志賀直哉の作（
「リーチのこと」ほか）
を朗読とピアノのコラボレーションでお送り
します。

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 TEL：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

和歌を添えたお悔やみ

フォー 77

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

＊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。）

最新情報はインターネットで！

アビシルベ月間予定
6／3（月）〜 6／13（木）

HomePage

我孫子らーめん紀行展第1弾

アビシルベ

または abikoinfo

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

6／14（金）13：00〜 6／21（金）12：00

東京オリンピック・パラリンピック
パネルキャラバン
6／21（金）18：00〜19：00
6／23（日）11：00〜16：00

ライブ・オン・アビシルベ LIVE !
6／24（月）〜 6／30（日）

あびこのおみやげ買えるうな〜
7／2（火）〜7／15（月・祝）

カヌーに触れてみよう！
4

アビプレ75号（2019年6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 abikoinfo

YouTube にて動画配信中！
イベント情報

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

アビスト de Night☆ LIVE !

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迎えて
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。

うなきちパラダイス
これを観れば
振付けもバッチリ！

今月のアビスト de Night ★

★三令 Live 〜雨ウタ特集〜
6
21 ★らーめん紀行 〜たけまさ〜
金
★レキシルベ、
沼ッチャオ♡、他

開館時間／9:00〜18:00
休 館 日／年末年始（12/29〜1/3）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

内味喜

カレーラーメン

海華

山椒坦々麺

・フォー77
・我孫子らーめん紀行 第 10 弾（内味喜）・第 11 弾（海華）
・チーバくんと隠された１２の暗号 in とうかつ
・6/15 は千葉県民の日！施設を無料開放！
・子ども書道教室参加者募集！
・第 5 回我孫子まちゼミ
・手賀沼花火大会 2019 駅頭募金のお知らせ
・我孫子市 3 館イベント情報
（白樺文学館・鳥の博物館・杉村楚人冠記念館）

チーバくん

今月の色
【露草色】
この時期から咲き始める青い花が
印象的な露草。
古来より染物の下絵にも使われて
きました。子供の頃花を集めて色
水を作った方も多いのでは？
我孫子市内でも路肩に見つけるこ
とが出来ます。散策の楽しみの一
つとして露草を探してみてはいかが
でしょうか。

Go to next page

