白樺文学館

『白樺』創刊 110 年記念
我孫子市市制施行 50 周年記念

常磐線

テーマ展示 開催中〜3 月7日（日）

松戸

「てがみ展
楚人冠の交友関係」

開催中〜2月28日
（日）
志賀直哉たち白樺派が去った後の
我孫子は、原田京平を中心とする春
陽会の若手画家たちが風景を描く
時代を迎えます。
「我孫子・白樺派」
を継ぐ者原田京平の我孫子の風景
画を中心に、大正から昭和 30 年代
までの我孫子の風景画を紹介する
展覧会です。

取手

上野
東京

政治家から文人、芸術家まで、杉村楚人冠な
らではの人脈をてがみの展示で紹介します。
戦後政界入りして活躍する石井光次郎の戦
時中のてがみなど、貴重な初公開資料も展示
します。
展示の解説をYouTube でも
ご覧いただけます。

原田京平「ハケの道と手賀沼」

品川

柏

成田線

成田

ABIKO
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
アビシルベ 発行（月刊）

宗教学者姉崎正治がブリュッセルから送った絵葉書（杉村家蔵）

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

我孫子

上野東京ライン

我孫子の風景展
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杉 村楚 人冠記念館

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

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

鳥 の博 物 館
第 87 回企画展

2月13日
（土）
〜3 月14日
（日）

鳥の博物館友の会には、

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

「友の会展−日本の四季を彩る鳥たち−」
デジカメ同好会・鳥絵同
好会・みて歩こう会・万

てがたん セルフガイド公開中！

葉同好会の各同好会が
あり、活発に活動してい
ます。この 1 年の活動の
成 果を「日本の四 季を
彩る鳥たち」をテーマに
展示します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を
中止している てがたん 。
手賀沼周辺で観察できる冬鳥に関するセルフガイド
3 種を鳥の博物館ホームページにて公開しています。
みんなで集まっての てがたん は難しい昨今ですが、
3 密を避けてのソロ観察にお役立てください。

ブラッスリー・ル・ポワロー

季節料理すゞき

英鮨

インド・ネパール料理ユニーク

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

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 2 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

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！

我孫子の美味しい処

イベント情報

アビシルベ月間予定

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

開催中〜 2／18（木）12:00

アビスト de Night ★

ジャパンバードフェスティバル
「翼ウォール」展示

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！

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。

4

アビプレ95号（2021年2月10日 発行）

App Store

英鮨 / インド・ネパール料理ユニーク
● ジャパンラグビートップリーグ 2021 開催中！

NEC グリーンロケッツを応援しよう！

うなきちパラダイス

● おうち時間を楽しむ。

これを観れば
振付けもバッチリ！

「あびこ巡り」 好評
Google Play

ブラッスリー・ル・ポワロー / 季節料理すゞき /

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」
その他、未定

● TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！Ⅲ

開館時間／
9：00〜18：00
9:00〜18:00

で検索！

配信中
！

〒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

手賀沼のうなきちさん塗り絵 / 湖畔吟シリーズを読む
● 我孫子市 3 館展示情報
情

白樺文学館 / 杉村楚人冠記念館 / 鳥の博物館

今月の色
【紫水晶 -アメシスト -】
美しいぶどう色が魅力的な宝石。旧約聖
書に登場するなど人との関わりの歴史が
古い石でもあります。また、語源である
ギリシャ語の『amethystos』は
酔わない

酒に

という意味をもつことから酔

いを防ぐと信じられていました。
少しずつ寒さが緩んでくるこの時期、つ
いつい気も緩んでお酒が進んでしまいが
ち。たとえアメシストを身につけていて
も、飲み過ぎには気をつけたいですね。

Go to next page

TAKE OUT で 美味しい料理を楽しもう！Ⅲ
もうちょっとだけおうちでゆっくりしない？ 家で楽しむグルメ情報！

ブラッスリー・ル・ポワロー

※各店のメニューは季節により変更になる可能性がございます。

我孫子市産の旬の野菜を使ったフレ
ンチが楽しめるお店。
野菜本来の味を生かしたヘルシーな
料理が魅力です。
季節によってメニューが変わるので、
何回も TAKE OUT したくなります。
所 千葉県我孫子市湖北台 1-13-18
営 テイクアウト対応時間：
11:30 〜 14:30 ／ 17:00 〜 20:00

※事前にお電話いただくとスムーズです。

休 なし
問 04-7187-6766

季節料理すゞき

旬の食材を使い季節にあった和食を
提供するお店。
TAKE OUT 限定の特製あなご飯は
ふっくらとしたあなごがたっぷり！
タレの香りが食欲をそそります。季
節のお料理の仕出し弁当もあります。
所 千葉県我孫子市寿 2-9-26
営 テイクアウト対応時間：
11:30 〜 20:00 までお渡し

※受け取りの 2 時間前までにご予約ください。
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ジャパンラグビートップリーグ 2021 ！
N E C グリーン ロケッツを応 援しよう！
新型コロナウイルス感染症の影響で開催が延期となっていたジャパンラグビートップリーグ 2021 が
2/20（土）にいよいよ開幕します！
我孫子市に練習の拠点を構える社会人ラグビーチーム「NEC グリーンロケッツ」も参加します。

ジャパンラグビートップリーグ 2021 とは？・・・日本における社会人ラグビーユニオン（15 人制）の全国リーグです。
応援しよう！NEC グリーンロケッツ！

鮨

今後の試合予定

インド・ネパール料理ユニーク

おうち時間を楽しむ。おうちで過ごす時間を少し豊かにしませんか？
手賀沼のうなきちさん塗り絵

2

湖畔吟シリーズを読む
杉村楚人冠が周囲の人々や自身の生活を雑誌に連載し、後に単行本化
した「湖畔吟」シリーズ。杉村楚人冠記念館では 2018 年から読みやす
い現代仮名遣いや注釈を加えた「湖畔吟」を復刻しています。
昨年発刊の「続々湖畔吟」でシリーズ三部が揃いました。
一気に読むなら今がチャンス！
学芸員の高木さんに推薦文をいただきました。

なんといっても、読みやすい！
一部に文語表現がまじりますが、口語文主体で短文を
重ねる歯切れのよい文章、気持ちよく読める随筆です。

読者に愛された、皮肉とユーモア
随筆の基礎にある人間観察、そこから生み出される皮肉とユーモアは、
「あ、それわかる」という共感を呼びます。

なんだか気分が上がらない？そんな時にはうなきちさんの塗り絵
で気分もうなぎのぼりうな〜！

「我孫子ぐらし」の魅力
郊外ならではの庭いじりの楽しみ、当時の我孫子の人びとの人情、
「我孫子ぐらし」の魅力が随所に見えます。
当時 の 漢 字・仮 名遣
いのままで読んでみた
い方は市民 図 書 館ア
ビスタ本館で借りるこ
とができます。
令 和３年 の 現 代でも
共 感が 絶えない我孫
子ぐらしの日常を、こ
の機会にぜひお読みく
ださい。

うなきちさんを好きな色で塗っちゃおう！
塗り絵は我孫子市ホームページ「うなきちさんの部屋」とアビシ
ルベホームページではアマビエ ver. がダウンロードできます。
様々な種類があるので気分に合わせて選んでくださいね。

＜うなきちさんの部屋＞

※図書館を利用する際はできるかぎり短い時間でのご利用をお願いいたします。

＜アビシルベ アマビエ ver.＞

＜現代表記版注釈付きシリーズ＞
「湖畔吟」「続湖畔吟」「続々湖畔吟」 各 600 円（税込）

【杉村楚人冠記念館】 千葉県我孫子市緑 2-5-5 Tel.04-7187-1131
【白樺文学館】
千葉県我孫子市緑 2-11-8 Tel.04-7185-2192
【我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課】
千葉県我孫子市我孫子 1684 Tel.04-7185-1583
【行政情報資料室】
千葉県我孫子市我孫子 1858 本庁舎 1 階
Tel.04-7185-1111（内線 237）

販売場所

所 千葉県我孫子市我孫子 4-2-1 榎本ビル 1F
営 テイクアウト対応時間：
11:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 21:00
休 なし
問 04-7197-7283

NEC グリーンロケッツ VS 日野レッドドルフィンズ

その他の詳しい試合日程はジャパンラグビートップリーグ 2021 公式サイトをご覧ください。
※状況により開催が中止・延期になる場合がございます。

※配達地域などは店舗へご確認ください。

大きなナンと種類豊富なカレーが楽
しめるお店。
コクと旨味が癖になるスパイシーな
カレーとナン又はライスのセットが
TAKE OUT できます。
カレーの種類や辛さも選べるのが嬉
しいですね。

メンバー紹介 QR

ホームでの試合です！

注目！ 3/13（土）柏の葉公園総合競技場

1982 年創業の老舗。
新鮮なネタの中でも店主こだわりの
インドマグロは脂が甘く口の中でとろ
けます。
TAKE OUT はもちろん、出前も行っ
ています。

所 千葉県我孫子市台田 4-1-30
営 テイクアウト対応時間：12:00 〜 19:30
休 火曜日
問 04-7184-0880

全国の強豪チームが一堂に会し、ハイレベルな試合を繰り広げます。

我孫子市日の出にある NEC 我孫子事業所のグラウンドに練習拠点を構える NEC グリーンロケッツ。
昨年、ラグビーを通じて地域振興・地域貢献に取り組み、市民の健康増進や豊かな社会生活を実現することを目的として
我孫子市・柏市との相互連携に関する協定調印式を行いました。
ラグビーデーを設けるなど、市民との交流を積極的に行う地元に根差したチームです。
公式サイトでは個性豊かで素敵なメンバー達の詳しいプロフィールを掲載！思わずクスッと笑ってしまう内容も必見です。
この機会に “推し” メンバーを見つけて応援してみてはいかがでしょうか？

休 不定休
問 04-7184-1388

英

2021 年 2 月
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インドマグロは脂が甘く口の中でとろ
けます。
TAKE OUT はもちろん、出前も行っ
ています。

所 千葉県我孫子市台田 4-1-30
営 テイクアウト対応時間：12:00 〜 19:30
休 火曜日
問 04-7184-0880

全国の強豪チームが一堂に会し、ハイレベルな試合を繰り広げます。

我孫子市日の出にある NEC 我孫子事業所のグラウンドに練習拠点を構える NEC グリーンロケッツ。
昨年、ラグビーを通じて地域振興・地域貢献に取り組み、市民の健康増進や豊かな社会生活を実現することを目的として
我孫子市・柏市との相互連携に関する協定調印式を行いました。
ラグビーデーを設けるなど、市民との交流を積極的に行う地元に根差したチームです。
公式サイトでは個性豊かで素敵なメンバー達の詳しいプロフィールを掲載！思わずクスッと笑ってしまう内容も必見です。
この機会に “推し” メンバーを見つけて応援してみてはいかがでしょうか？

休 不定休
問 04-7184-1388

英

2021 年 2 月
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白樺文学館

『白樺』創刊 110 年記念
我孫子市市制施行 50 周年記念

常磐線

テーマ展示 開催中〜3 月7日（日）

松戸

「てがみ展
楚人冠の交友関係」

開催中〜2月28日
（日）
志賀直哉たち白樺派が去った後の
我孫子は、原田京平を中心とする春
陽会の若手画家たちが風景を描く
時代を迎えます。
「我孫子・白樺派」
を継ぐ者原田京平の我孫子の風景
画を中心に、大正から昭和 30 年代
までの我孫子の風景画を紹介する
展覧会です。

取手

上野
東京

政治家から文人、芸術家まで、杉村楚人冠な
らではの人脈をてがみの展示で紹介します。
戦後政界入りして活躍する石井光次郎の戦
時中のてがみなど、貴重な初公開資料も展示
します。
展示の解説をYouTube でも
ご覧いただけます。

原田京平「ハケの道と手賀沼」

品川

柏

成田線

成田

ABIKO
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
アビシルベ 発行（月刊）

宗教学者姉崎正治がブリュッセルから送った絵葉書（杉村家蔵）

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

我孫子

上野東京ライン

我孫子の風景展

Vol.95（2021 年 2 月 10 日発行）

杉 村楚 人冠記念館

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

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

鳥 の博 物 館
第 87 回企画展

2月13日
（土）
〜3 月14日
（日）

鳥の博物館友の会には、

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

「友の会展−日本の四季を彩る鳥たち−」
デジカメ同好会・鳥絵同
好会・みて歩こう会・万

てがたん セルフガイド公開中！

葉同好会の各同好会が
あり、活発に活動してい
ます。この 1 年の活動の
成 果を「日本の四 季を
彩る鳥たち」をテーマに
展示します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を
中止している てがたん 。
手賀沼周辺で観察できる冬鳥に関するセルフガイド
3 種を鳥の博物館ホームページにて公開しています。
みんなで集まっての てがたん は難しい昨今ですが、
3 密を避けてのソロ観察にお役立てください。

ブラッスリー・ル・ポワロー

季節料理すゞき

英鮨

インド・ネパール料理ユニーク

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

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 2 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

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！

我孫子の美味しい処

イベント情報

アビシルベ月間予定

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

開催中〜 2／18（木）12:00

アビスト de Night ★

ジャパンバードフェスティバル
「翼ウォール」展示

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！

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。
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アビプレ95号（2021年2月10日 発行）

App Store

英鮨 / インド・ネパール料理ユニーク
● ジャパンラグビートップリーグ 2021 開催中！

NEC グリーンロケッツを応援しよう！

うなきちパラダイス

● おうち時間を楽しむ。

これを観れば
振付けもバッチリ！

「あびこ巡り」 好評
Google Play

ブラッスリー・ル・ポワロー / 季節料理すゞき /

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」
その他、未定

● TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！Ⅲ

開館時間／
9：00〜18：00
9:00〜18:00

で検索！

配信中
！

〒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

手賀沼のうなきちさん塗り絵 / 湖畔吟シリーズを読む
● 我孫子市 3 館展示情報
情

白樺文学館 / 杉村楚人冠記念館 / 鳥の博物館

今月の色
【紫水晶 -アメシスト -】
美しいぶどう色が魅力的な宝石。旧約聖
書に登場するなど人との関わりの歴史が
古い石でもあります。また、語源である
ギリシャ語の『amethystos』は
酔わない

酒に

という意味をもつことから酔

いを防ぐと信じられていました。
少しずつ寒さが緩んでくるこの時期、つ
いつい気も緩んでお酒が進んでしまいが
ち。たとえアメシストを身につけていて
も、飲み過ぎには気をつけたいですね。

Go to next page

