水の館 プラネタリウム
星空コンサート

鳥 の博 物 館
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第 87 回企画展

常磐線

「友の会展

−日本の四季を彩る鳥たち−

20

土

松戸

」

上野

開催中〜3 月14日
（日）

東京
品川

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

①13:00~
②15:00~

メ同好会・鳥絵同好会・みて歩

この 1 年の活動の成果を「日本

企画展

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

開催中〜6月27日
（日）

常設テーマ「白樺派と我孫子 2021」
（前期）

「観光案内と地図で見る
楚人冠の旅 〜欧米編」

志賀直哉原稿「思ひ出すリーチのこと」

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：04-7187-1131
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 9:30 〜 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

宮ノ森公園

パリのイラストマップ（杉村家蔵）

湖北台中央公園

今年は志賀直哉没後 50 年、
白樺文学館開館 20 年となり
ます。
コレクション展として前期は
旧白樺文学館コレクションを
中心に紹介します。

一昨年ご好評をいただいた「観光案内と
地図で見る楚人 冠の旅」、今回は欧米編。
海外に特派された際に杉村楚人冠が蒐集
したガイドブック、地図類を中心に、一部
関連資料を加えて、100 年前の欧米の旅を
描き出します。

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

に展示します。

白樺文学館

開催中〜5月9日
（日）

CHIBA

手賀沼遊歩道

杉 村楚 人冠 記念館

ABIKO

我孫子香取神社

問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館
Tel. 04-7184-0555（水の館施設利用窓口）

成田

の四季を彩る鳥たち」をテーマ

「今宵の月のように 〜1990年代特集〜」
所 水の館 3F プラネタリウム
千葉県我孫子市高野山新田 193

成田線

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）

こう会・万葉同好会の各同好会
があり、活発に活動しています。

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

鳥の博物館友の会には、デジカ

※当日定時上映は行いません
費用 300 円・各回当日先着 25 人
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機にて
チケット販売

取手

我孫子

上野東京ライン

3

プラネタリウムの満天の星の下、
懐かしい 90 年代の音楽に
耳を傾けてみませんか♪

YouTube のアビシルベCHANNEL にて

「シリーズ 我孫子を愛した文人たち」配信中！

配信に関する情報は白樺文学館・杉村楚人冠記念館のホームページやTwitter でお知らせいたします。

本誌で掲載の情報は 3 月 1日現在のものです。
新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよ
うお願いいたします。
市内での関連情報については、我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。

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

令和2年度我孫子第一小学校卒業生 卒業制作

「市制50周年記念 我孫子こどもかるた展」
3/22（月）13:00
〜3/31（水）16:00

ビーズフラワー
作品展 ”桜”

作品制作 ニューヨーク・ビーズフェアリー
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アビプレ96号（2021年3月10日 発行）

（アビシルベ）

YouTube にて動画配信中！

我孫子の美味しい処

イベント情報

3/4（木）〜3/18（木）12:00

我孫子インフォメーションセンター

abishirube または abikoinfo

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

アビシルベ月間予定

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

最新情報はインターネットで！

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。

配信中
！

桜

スポット

● 菜の花イベント
● おうちでカフェ気分！紅茶茶葉・コーヒー豆を買う。
紅茶専門店 MISTYWICK/ 吉岡茶房

これを観れば
振付けもバッチリ！

で検索！

吉岡茶房

● 我孫子市民観桜会

うなきちパラダイス

「あびこ巡り」 好評
App Store

● 我孫子市内

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。

我孫子市観光アプリ
「あびこ巡り」

Google Play

開館時間／
9：00〜18：00
9:00〜18:00

紅茶専門店
MISTYWICK

● 水の館プラネタリウム 星空コンサート
〒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

「今宵の月のように〜 1990 年代特集〜」
情

● 我孫子市 3 館イベント情報
（杉村楚人冠記念館・白樺文学館・鳥の博物館）

今月の色
【アクアマリン - 藍柱色 -】
緑柱石（ベリル）のなかで鉄分によって青色に発色
するものを「アクアマリン - 藍柱色 -」と呼びます。
淡い青が一般的ですが、一部では色が濃いものも
産出し高値で取引されています。
昼の太陽光では爽やかに、夜の明かりでは艶やか
に輝くことから「夜の女王」と称されることもあり、
ヨーロッパでは夜会に欠かせない宝石でした。
手賀沼も昼と夜で雰囲気が変わります。たまには時
間を変えて、お散歩をしてみるのもいいですね。

Go to next page
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我孫子市内
桜 スポット
例年 3 月下旬〜 4 月上旬に見頃を迎え
る市内の桜。
みんなでお花見はまだ 難しいですが、
散歩のついでに立ち寄れる 14 スポット
をご紹介します。

北星神社（千葉県我孫子市台田 4-11-27）
妙見菩薩の神徒として狛犬の代わりに一対
の石亀があります。古く大きな桜が見所。

手賀沼ふれあいライン
長く続く桜並木が美しく、手賀沼の湖面や所々
に咲く菜の花とのコントラストも楽しめます。

我孫子駅周辺で毎年一番最初に咲き始める桜です。

我孫子香取神社
（千葉県我孫子市緑 1-6-8）

我孫子
菜の花畑散策 と
頭の体操
市民観桜会
3 月18 日（木）
〜21日（日）

10:00 〜 16:00

（入場は 15:00 まで）雨天中止
（社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚
意で、コース内の見事な桜を楽
しめます。
公開する１３番・１６番ホールと
その周辺には、特に見事なソメ
イヨシノの 大 樹 があり、フェア
ウェイに沿った、松と桜のコント
ラストは、目を見張るほどです。
ウグイスとコカリナの音色を聞き
ながら、名門コースのフェアウェ
イをゆったりと散策しませんか。

（千葉県我孫子市我孫子 2 丁目マンション周辺）

我孫子八坂神社

（千葉県我孫子市白山 1-1-1）

29

月

我孫子二丁目
マンション街
ソメイヨシノに比べ
る と 色 が 白く、葉
と共に花が咲くヤマ
ザクラを楽しむこと
が出来ます。

（根戸〜北柏周辺）

3

マンション周辺に数
多くの桜を見ること
が で きま す。場 所
によってはベンチな
どもあります。

2021 年 3 月

※駐車場は五本松運動広場駐車場をご利用ください。（約１００台収容）
※クラブハウス側の正面入り口からは入れませんので、五本松公園向かい側奥の特設入口から
入場してください。
〘カーナビは我孫子市岡発戸 1433-2〙
※場内で喫煙、飲食、ペット持ち込み、ゴルフなどの球技はできません。（清涼飲料水可）
※運動靴、ウォーキングシューズを着用してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行っていますのでご協力をお願い致します。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止になる場合もあります。

所

我孫子ゴルフ倶楽部 13 番・16 番ホールとその周辺

￥

100 円（小学生以下無料）申込不要 ※参加費は保険料などの運営費として、
「我孫子の景観を育てる会」に納入されます。

10:00 〜 15:00

※雨天順延

菜の花畑の小路を巡りながら、所々に出題される
「なぞなぞ問題」に挑戦！あなたは何問解けるかな？
美しい春の景色と、なぞなぞをお楽しみ下さい。

所

千葉県我孫子市根戸新田字船戸

（手賀沼ふれあいライン沿い）
問 NPO 法人手賀沼トラスト Tel.090-9853-3862（桐石さん）

￥ 入場無料

根戸城址

手賀沼ファームの駐車場を
ご利用ください。

P

GS

至 我孫子駅

手賀沼ファーム
駐車場
▼

会場

主催 問 我孫子の景観を育てる会 Tel.090-6034-9149（3 月 1 日より）

アビスタ
手賀沼公園

手 賀 沼

おうちでカフェ気分！ 紅茶茶葉・コーヒー豆を買う。
手賀沼公園（千葉県我孫子市若松 1）

手賀沼遊歩道

高野山桃山公園

（千葉県我孫子市高野山新田 193 手賀沼親水広場周辺） （千葉県我孫子市高野山 454-3）

青々とした芝生と桜の花のコントラストが見所です。 桜の木は若いですが、咲きそろうと桜のトンネルが 若木が多くこれからが楽しみなスポットです。
でき美しいです。沼岸のため開花は例年遅めです。 ハナモモなども同時に楽しめます。

中峠亀田谷公園

湖北台中央公園

日秀観音（千葉県我孫子市日秀 90）

ベンチがあるので桜を楽しみながらの休憩に
ぴったり。

桜の木は大きく数も多いです。広い芝生広場も
魅力。

首曲がり地蔵があるお寺。古く大きな桜の木が
毎年咲き誇ります。

気象台記念公園

布佐南公園（千葉我孫子市布佐平和台 5-2） 宮ノ森公園（千葉県我孫子市布佐 1223-1）

開放感のある芝生広場を囲うように桜の木が並
んでいます。

バスケットコートの周辺に多数の桜が並びます。

（千葉県我孫子市中峠 1640-1）

（千葉県我孫子市新木野 2-5）
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（千葉県我孫子市湖北台 7-5）

四季折々の花木が楽しめる公園。桜はもちろん
白いユキヤナギや黄色いレンギョウの花も見所
です。

※お出かけの際は 3 密を避け、譲り合ってご覧ください。また、木に登る・枝を折るなど木を傷つける行為はしないでください。

紅茶専門店 MISTYWICK

吉岡茶房

今年我孫子に移転してきたセイ
ロン紅茶専門店。光り輝く島ス
リランカより旬の紅茶をお届け
します。
数百と言われる茶園から選りす
ぐりの茶葉のみを厳 選し直輸
入。ディンブラ・ヌワラエリア・
ウバ・キャンディ・ルフナなど
地域ごとの茶葉の他、オリジナ
ルのフレーバーティーなど 70
種類以上を取り扱っています。
購入に迷ったときは店員さんに
好みを伝えると、おすすめの
茶葉を教えてもらえます。
50g から購入できるほか、ティー
バッグや贈 答用の 缶入りもあ
り。紅茶をより楽しむための茶
器やストレーナーも取り揃えて
います。
今後、ティーサロンもオープン
予定。

所 千葉県我孫子市寿 2-25-30 大塚マンション 103
休 月曜日 ※祝日の場合は翌火曜日

営 10:00 〜 18:00
問 04-7136-1011

夏は天然かき氷で賑わう有名
店。コーヒーにも力を入れてお
り、店内で焙煎したての豆を購
入することができます。
豆は 枝の 先 端 に実 る “ピー ベ
リー” のみを使用。定番のグァ
テマラやブラジルはもちろん、
ペルーやボリビアなどの品質の
良い豆を現地から直接仕入れ
ています。
産地によって、香りや味わいが
大きく異なるので初めての方に
は「飲み比べドリップバッグ」
がおすすめ。TAKE OUT できる
焼き芋との相性も抜群です。
また、お店で実際に使用してい
るドリップ器具の販売もあり。
自宅で本格的なコーヒーを楽し
むことができます。

所 千葉県我孫子市若松 170-4
休 月曜日※祝日の場合は翌火曜日

営 11:00 〜 19:00（L.O18:30）
問 04-7107-0800
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中峠亀田谷公園

湖北台中央公園

日秀観音（千葉県我孫子市日秀 90）

ベンチがあるので桜を楽しみながらの休憩に
ぴったり。

桜の木は大きく数も多いです。広い芝生広場も
魅力。

首曲がり地蔵があるお寺。古く大きな桜の木が
毎年咲き誇ります。

気象台記念公園

布佐南公園（千葉我孫子市布佐平和台 5-2） 宮ノ森公園（千葉県我孫子市布佐 1223-1）

開放感のある芝生広場を囲うように桜の木が並
んでいます。

バスケットコートの周辺に多数の桜が並びます。

（千葉県我孫子市中峠 1640-1）

（千葉県我孫子市新木野 2-5）
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（千葉県我孫子市湖北台 7-5）

四季折々の花木が楽しめる公園。桜はもちろん
白いユキヤナギや黄色いレンギョウの花も見所
です。

※お出かけの際は 3 密を避け、譲り合ってご覧ください。また、木に登る・枝を折るなど木を傷つける行為はしないでください。

紅茶専門店 MISTYWICK

吉岡茶房

今年我孫子に移転してきたセイ
ロン紅茶専門店。光り輝く島ス
リランカより旬の紅茶をお届け
します。
数百と言われる茶園から選りす
ぐりの茶葉のみを厳 選し直輸
入。ディンブラ・ヌワラエリア・
ウバ・キャンディ・ルフナなど
地域ごとの茶葉の他、オリジナ
ルのフレーバーティーなど 70
種類以上を取り扱っています。
購入に迷ったときは店員さんに
好みを伝えると、おすすめの
茶葉を教えてもらえます。
50g から購入できるほか、ティー
バッグや贈 答用の 缶入りもあ
り。紅茶をより楽しむための茶
器やストレーナーも取り揃えて
います。
今後、ティーサロンもオープン
予定。

所 千葉県我孫子市寿 2-25-30 大塚マンション 103
休 月曜日 ※祝日の場合は翌火曜日

営 10:00 〜 18:00
問 04-7136-1011

夏は天然かき氷で賑わう有名
店。コーヒーにも力を入れてお
り、店内で焙煎したての豆を購
入することができます。
豆は 枝の 先 端 に実 る “ピー ベ
リー” のみを使用。定番のグァ
テマラやブラジルはもちろん、
ペルーやボリビアなどの品質の
良い豆を現地から直接仕入れ
ています。
産地によって、香りや味わいが
大きく異なるので初めての方に
は「飲み比べドリップバッグ」
がおすすめ。TAKE OUT できる
焼き芋との相性も抜群です。
また、お店で実際に使用してい
るドリップ器具の販売もあり。
自宅で本格的なコーヒーを楽し
むことができます。

所 千葉県我孫子市若松 170-4
休 月曜日※祝日の場合は翌火曜日

営 11:00 〜 19:00（L.O18:30）
問 04-7107-0800
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水の館 プラネタリウム
星空コンサート

鳥 の博 物 館

Vol.96（2021 年 3 月 10 日発行）

第 87 回企画展

常磐線

「友の会展

−日本の四季を彩る鳥たち−

20

土

松戸

」

上野

開催中〜3 月14日
（日）

東京
品川

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

①13:00~
②15:00~

メ同好会・鳥絵同好会・みて歩

この 1 年の活動の成果を「日本

企画展

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

開催中〜6月27日
（日）

常設テーマ「白樺派と我孫子 2021」
（前期）

「観光案内と地図で見る
楚人冠の旅 〜欧米編」

志賀直哉原稿「思ひ出すリーチのこと」

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：04-7187-1131
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 9:30 〜 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

宮ノ森公園

パリのイラストマップ（杉村家蔵）

湖北台中央公園

今年は志賀直哉没後 50 年、
白樺文学館開館 20 年となり
ます。
コレクション展として前期は
旧白樺文学館コレクションを
中心に紹介します。

一昨年ご好評をいただいた「観光案内と
地図で見る楚人 冠の旅」、今回は欧米編。
海外に特派された際に杉村楚人冠が蒐集
したガイドブック、地図類を中心に、一部
関連資料を加えて、100 年前の欧米の旅を
描き出します。

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

に展示します。

白樺文学館

開催中〜5月9日
（日）

CHIBA

手賀沼遊歩道

杉 村楚 人冠 記念館

ABIKO

我孫子香取神社

問 我孫子市手賀沼親水広場 水の館
Tel. 04-7184-0555（水の館施設利用窓口）

成田

の四季を彩る鳥たち」をテーマ

「今宵の月のように 〜1990年代特集〜」
所 水の館 3F プラネタリウム
千葉県我孫子市高野山新田 193

成田線

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）

こう会・万葉同好会の各同好会
があり、活発に活動しています。

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

鳥の博物館友の会には、デジカ

※当日定時上映は行いません
費用 300 円・各回当日先着 25 人
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機にて
チケット販売

取手

我孫子

上野東京ライン
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プラネタリウムの満天の星の下、
懐かしい 90 年代の音楽に
耳を傾けてみませんか♪

YouTube のアビシルベCHANNEL にて

「シリーズ 我孫子を愛した文人たち」配信中！

配信に関する情報は白樺文学館・杉村楚人冠記念館のホームページやTwitter でお知らせいたします。

本誌で掲載の情報は 3 月 1日現在のものです。
新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよ
うお願いいたします。
市内での関連情報については、我孫子市の
ホームページからもご覧いただけます。

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

令和2年度我孫子第一小学校卒業生 卒業制作

「市制50周年記念 我孫子こどもかるた展」
3/22（月）13:00
〜3/31（水）16:00

ビーズフラワー
作品展 ”桜”

作品制作 ニューヨーク・ビーズフェアリー
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アビプレ96号（2021年3月10日 発行）

（アビシルベ）

YouTube にて動画配信中！

我孫子の美味しい処

イベント情報

3/4（木）〜3/18（木）12:00

我孫子インフォメーションセンター

abishirube または abikoinfo

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

アビシルベ月間予定

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

最新情報はインターネットで！

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。

配信中
！

桜

スポット

● 菜の花イベント
● おうちでカフェ気分！紅茶茶葉・コーヒー豆を買う。
紅茶専門店 MISTYWICK/ 吉岡茶房

これを観れば
振付けもバッチリ！

で検索！

吉岡茶房

● 我孫子市民観桜会

うなきちパラダイス

「あびこ巡り」 好評
App Store

● 我孫子市内

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。

我孫子市観光アプリ
「あびこ巡り」

Google Play

開館時間／
9：00〜18：00
9:00〜18:00

紅茶専門店
MISTYWICK

● 水の館プラネタリウム 星空コンサート
〒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

「今宵の月のように〜 1990 年代特集〜」
情

● 我孫子市 3 館イベント情報
（杉村楚人冠記念館・白樺文学館・鳥の博物館）

今月の色
【アクアマリン - 藍柱色 -】
緑柱石（ベリル）のなかで鉄分によって青色に発色
するものを「アクアマリン - 藍柱色 -」と呼びます。
淡い青が一般的ですが、一部では色が濃いものも
産出し高値で取引されています。
昼の太陽光では爽やかに、夜の明かりでは艶やか
に輝くことから「夜の女王」と称されることもあり、
ヨーロッパでは夜会に欠かせない宝石でした。
手賀沼も昼と夜で雰囲気が変わります。たまには時
間を変えて、お散歩をしてみるのもいいですね。

Go to next page

