鳥 の博 物 館

Vol.90（2020 年 9 月 10 日発行）

テーマトーク 山階鳥類研究所所員や鳥の博物館学芸員による講演会です。

鳥の博物館開館 30 周年特別展示
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「日本の鳥」

「ムクドリの子育て事情」
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れはこの鳥のほんの一面です。今回は、子育てとい

千葉県我孫子市の
情報発信基地

での子育ての様子や、研究者らによって明らかにさ

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）

う視点からムクドリのくらしを見てみましょう。巣箱
れたムクドリの子育て事情を紹介します。

10 月 1 日から鳥の博物館（http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html）および山階鳥類
研究所ウェブサイト（http://www.yamashina.or.jp/）に動画配信サイトへのリンクを掲載します。

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

鳥の博物館では開館以来、日本産鳥類全種の剥製標本の収集を進めており、
現在までにその 6 割ほどにあたる 385 種の標本を収蔵しています。日本の鳥
コーナーでは、これらの標本をできるだけ多く展示し、地域や環境、季節によっ
ても異なる日本の鳥の多様性をご紹介します。
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

杉 村楚 人冠 記念館

白樺文学館

〜9月27日（日）まで

我孫子市制 50 周年・我孫子を知る 1 年企画

「寄贈資料展

楚人冠と湖畔吟社」

今回は「我孫子を知る 1 年」シリーズの企画
として、楚人冠の書いた掛け軸、河村蜻山作
の灰落としなど、市民寄贈の資料から、湖畔
吟社ゆかりの品々を展示します。
楚人冠と我孫子の人びとの結びつきに思いを
はせながらご覧ください。
※9/29（火）〜 10/2（金）は臨時休館となります。

10/3（土）より新しい展示
「随筆に書かれた我孫子のむかし」が始まります。ご期待ください。
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

現在白樺文学館は館内エレベーター取り換え工事のため
9/30（水）まで休館しています。
お出かけをご予定されている方はお気を付けください。
休館終了後 10/1（木）からは
【『白樺』創刊 110 年記念、市制施行 50 周年記念
「志賀直哉展 - 山田家コレク
ションを中心に -」】を再開い
たします。
皆さまの休館明けのご来館を
お待ちしております。

アビスト de Night☆ LIVE !

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

9／19（土）13：00〜 9／26（土）12：00

10／1（木）〜 10／10（土）16：00

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

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。

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。

うなきちパラダイス

第20回 懐かしの映画ポスター展 アビスト de Night ★
本誌で掲載の情報は 9 月１日現在のものです。
アビシルベは現在一部業務を制限し営業を再開してい
ます。入館時にはマスクの着用と手指の消毒をお願い
する等、引き続き感染拡大防止に努めてまいります。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。
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。
アビプレ90号（2020年9月10日 発行）

App Store

「魚菜 瀬がわ」「膳彩や おうみ」「日本料理 月花」

開館時間／
9：00〜18：00

●2020 手賀沼チームラン・キッズラン
うなきちカップ参加者募集中！
●手賀沼ファームで収穫体験
●ママへのごほうびフェスタ 2020
●市民のチカラまつり 2020
●我孫子市 3 館イベント情報

休館日／
年末年始（12/29〜1/3）

これを観れば
振付けもバッチリ！

我孫子市観光アプリ
「あびこ巡り」

Google Play

●和食を楽しむ。

（アビシルベ）

我孫子の美味しい処

イベント情報

市民のチカラまつり2020
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我孫子インフォメーションセンター

YouTube にて動画配信中！

9／27（日）

「あびこ巡り」 好評
配信中
！
で検索！

「膳彩や おうみ」

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

布で描く我孫子の風景展

「日本料理 月花」

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。

最新情報はインターネットで！

9／18（金）18：00〜19：00

「魚菜 瀬がわ」

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

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」を配信予定！
アビシルベ月間予定

＜休館のお知らせ＞

〒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

（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）
情

今月の色
【蒼玉 - サファイア -】
実はルビーと同じ種類の宝石で、赤い
ものはルビーそれ以外の色がサファイア
と言われています。薄青から濃紺の神
秘的な輝きを放つサファイアは神話にも
たびたび登場します。
季節は夏から秋へ。日々変わっていく
空の色や水の色…身近なサファイアの青
を探してみてはいかがでしょうか。

Go to next page

和食を楽しむ 。
「魚菜 瀬がわ」

我孫子市湖北台ある創作 和食の人 気 店。
元フレンチシェフの店主が提供する本格的
な懐石料理と、その日にしか味わえない一

品料理が堪能できます。厳選した食材は、
遠方から仕入れるのが店主のこだわり。メ
ニューには栃木、明石、静岡、葉山などの

文字が並んでいます。また、料理をひきた

てる美味しいお酒も豊富に揃っています。
落ち着いた和の雰囲気の店内には、カウン
ター席、お座席のほか、最大 24 名まで利
用可能な宴会場もあり。法事、接 待、記
念日、お祝いなどにオススメです。

所 千葉県我孫子市湖北台 8-3-7
営 日〜木 17:30 〜 22:00
金・土 17:30 〜 22:30
休 水曜日 / 第 1・第 3 木曜日
問 04-7188-1863

「膳彩や おうみ」

旬の食材にこだわった和食料理が
いただけるお店。趣のある店内は
純和風の落ち着いた雰囲気。ご家

族やご友人とのお食事会、接待な
どの会食、慶事や法要の際にも利
用できます。店主のこだわりは四季

折々の 素 材 を 使 った 魚 料 理。メ
ニューも豊富です。また、料理に合

う美味しい日本酒やワイン、ウイス
キー、焼酎などの銘酒も充実してい
ます。食通も納得する絶品料理で
贅沢なひとときを楽しめます。

Vol. 90

2020 手賀沼チームラン・キッズラン
うなきちカップ 参加者募集中！

「日本料理 月花」

毎年恒例！ 約800人が参加するランイベントです。今年は 11/28（土）

甘いサツマイモや、ねっとり美味しい里芋、千葉県特産落花生などを
収穫して、お持ち帰りいただけます。獲れたての味をお楽しみ下さい。

周回コースをチームでたすきリレーをしながら、4 時間の周回数を競
います。
さらに、親子ランやキッズランなど子どもと楽しめる競技もあり！
現在、参加者を募集中！ みんなで走って素敵な景品をゲットしよう！
＜参加者募集＞ 10/31（土）まで
【親子ラン】 1 周 1 キロ
対象：小学 1 〜 3 年生と保護者
定員：先着 90 組（180 人）
費用：1 組 3,000 円
【キッズラン】1 周 1 キロ
対象：小学 4 〜 6 年生
定員：先着 30 人
費用：1 人 1,500 円
【チームラン】たすきリレー（4 時間周回）
対象：小学生以上
定員：先着 50 チーム（1 チーム 2 〜 10 人）
費用：1 人 3,000 円（高校生以下 2,000 円）

開催期間： 9/15（火）〜 11 月上旬

9:00 〜 15:00

（作物の状態により期間が変更になる可能性があります。）

サツマイモ…1 株 200 円
里芋・落花生…1 株 300 円（10 月中旬頃から）
畑に入って土を掘ります！
軍手、タオル、収穫物を入れるレジ袋等をご持参のうえ、
汚れてもよい靴・服装でお越しください。
※マスク着用をお願いします。
所 千葉県我孫子市根戸 1349 日暮方

問 手賀沼ファーム Tel.090-8561-7483

エントリーはランニングポータルネット「RUNNET」
「SPORTSENTRY」から！
※QR コードから簡単にアクセスいただけます。
皆さんのご参加をお待ちしています！

※親子ラン・キッズランのエントリーは

「RUNNET」でのみ受け付けています。

RUNNET

SPORTSENTRY

問 教育委員会文化・スポーツ課（スポーツ振興担当）Tel.04-7185-1604

ママへのごほうびフェスタ
9 26

2020

10:00〜16:00

今年は、新型コロナウイルス感染予防対策として展示のみの開催と
なっています。
「あびこで子育てブース」と銘打った展示ブースでは、市内の子育て
支援施設や幼稚園・保育園・認定こども園などを詳しく紹介してい
四季折々、その時期しか味わえない
旬の食材を楽しめる人気の日本料理

る他、今までの開催を振り返る内容を展示しています。
また、記念撮影スポットも設置！ぜひご家族で撮影して下さいね。

店です。

さらに 9/21（月）〜 27（日）まで共催のイトーヨーカドー我孫子南口

作る料理は、お客様ひとりひとりに

マが喜ぶ秋の新商品や家族で楽しめる秋の味覚をご用意しています。

「喜んでいただきたい…」の気持ちが

込められ、どれも彩り鮮やかで絶品。
季節の草花や木の葉などが添えられ
ていて、味はもちろんのこと目でも
季節感を味わえます。

店では「ママへのごほうびフェスタ スペシャルウィーク」を開催！マ

ラインで進化 す る 市民の チ
ン
オ
我孫子市制 50 周年記念事業

ま
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！
り

この機会に自分へのごほうびしませんか？
ぜひお立ち寄り下さい！
で
スポット
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！
か
るうな〜
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2020.

00〜15:00
30
9/27（日）9:00〜16

店内は、掘りごたつやカウンター席

展示／けやきプラザ第 1 ギャラリー 9/24 〜 27

い事や友人とのお食事、様々なシー

実演／アビシルベ

アビスタ・ストリート 9/14 〜 27

もあり落ち着いた雰囲気です。お祝
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根戸にある手賀沼ファームで秋の味覚を収穫しよう！

11 回目を迎える子育て応援のイベントです。

和食一筋の店主が手間と暇をかけて

所 千葉県我孫子市青山台 4-1-12
営 12:00 〜 14:30
17:30 〜 21:00
休 月曜日 / 第 3 火曜日
問 04-7179-0050

手賀沼ファームで収穫体験

に開催します。

土

所 千葉県我孫子市天王台 1-5-16 1F
営 平日 11:30 〜 14:30（要予約）/17:00 〜 23:00（L.O.22:30）
日祝 17:00 〜 21:30（L.O.21:00）
休 月曜日※臨時休業有
問 04-7181-8525

2020 年 9 月

オンライン企画／ YouTube 配信 &Zoom 講座

ンでご利用できます。

お電話のみの完全予約制（前日まで）

詳しい内容は市民活動ステーションのホームページからご覧いただけます。
主催：市民のチカラまつり 2020 実行委員会／あびこ市民活動ネットワーク／あびこ市民活動ステーション／我孫子市
http://abikosks.org/
お問合せ：あびこ市民活動ステーション 詳細はホームページより→ http://abikosks.org/

となります。

所 アビイクオーレ１階正面エントランス（イトーヨーカドー我孫子南口店）
問 子育て支援センター Tel.04-7185-1915（平日 10:00 〜 17:00）

TEL. 04-7165-4370

メール abikosks@themis.ocn.ne.jp

問 申込 あびこ市民活動ステーション Tel.04-7165-4370
メール abikosks@themis.ocn.ne.jp
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店です。

さらに 9/21（月）〜 27（日）まで共催のイトーヨーカドー我孫子南口

作る料理は、お客様ひとりひとりに

マが喜ぶ秋の新商品や家族で楽しめる秋の味覚をご用意しています。

「喜んでいただきたい…」の気持ちが

込められ、どれも彩り鮮やかで絶品。
季節の草花や木の葉などが添えられ
ていて、味はもちろんのこと目でも
季節感を味わえます。

店では「ママへのごほうびフェスタ スペシャルウィーク」を開催！マ

ラインで進化 す る 市民の チ
ン
オ
我孫子市制 50 周年記念事業

ま
カラ

つ

！
り

この機会に自分へのごほうびしませんか？
ぜひお立ち寄り下さい！
で
スポット
記念 撮 影
い
い
わ
！
か
るうな〜
写真を撮

2020.

00〜15:00
30
9/27（日）9:00〜16

店内は、掘りごたつやカウンター席

展示／けやきプラザ第 1 ギャラリー 9/24 〜 27

い事や友人とのお食事、様々なシー

実演／アビシルベ

アビスタ・ストリート 9/14 〜 27

もあり落ち着いた雰囲気です。お祝
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根戸にある手賀沼ファームで秋の味覚を収穫しよう！

11 回目を迎える子育て応援のイベントです。

和食一筋の店主が手間と暇をかけて

所 千葉県我孫子市青山台 4-1-12
営 12:00 〜 14:30
17:30 〜 21:00
休 月曜日 / 第 3 火曜日
問 04-7179-0050

手賀沼ファームで収穫体験

に開催します。

土

所 千葉県我孫子市天王台 1-5-16 1F
営 平日 11:30 〜 14:30（要予約）/17:00 〜 23:00（L.O.22:30）
日祝 17:00 〜 21:30（L.O.21:00）
休 月曜日※臨時休業有
問 04-7181-8525

2020 年 9 月

オンライン企画／ YouTube 配信 &Zoom 講座

ンでご利用できます。

お電話のみの完全予約制（前日まで）

詳しい内容は市民活動ステーションのホームページからご覧いただけます。
主催：市民のチカラまつり 2020 実行委員会／あびこ市民活動ネットワーク／あびこ市民活動ステーション／我孫子市
http://abikosks.org/
お問合せ：あびこ市民活動ステーション 詳細はホームページより→ http://abikosks.org/

となります。

所 アビイクオーレ１階正面エントランス（イトーヨーカドー我孫子南口店）
問 子育て支援センター Tel.04-7185-1915（平日 10:00 〜 17:00）

TEL. 04-7165-4370

メール abikosks@themis.ocn.ne.jp

問 申込 あびこ市民活動ステーション Tel.04-7165-4370
メール abikosks@themis.ocn.ne.jp

3

鳥 の博 物 館

Vol.90（2020 年 9 月 10 日発行）

テーマトーク 山階鳥類研究所所員や鳥の博物館学芸員による講演会です。

鳥の博物館開館 30 周年特別展示

土

「日本の鳥」

「ムクドリの子育て事情」

常磐線

松戸

講師：齊藤安行（我孫子市鳥の博物館学芸員）
時間：13:30 〜 14:15

上野

参加費：無料（入館料別途） 申込不要

東京

ムクドリは、駅前広場などに大群でねぐらをとり騒が

品川

しいことから嫌われ者にされがちです。しかし、こ

柏

上野東京ライン

10 17

10月10日
（土）
〜2021年1月31日
（日）

取手

我孫子

成田線

成田

ABIKO
CHIBA

れはこの鳥のほんの一面です。今回は、子育てとい

千葉県我孫子市の
情報発信基地

での子育ての様子や、研究者らによって明らかにさ

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）

う視点からムクドリのくらしを見てみましょう。巣箱
れたムクドリの子育て事情を紹介します。

10 月 1 日から鳥の博物館（http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html）および山階鳥類
研究所ウェブサイト（http://www.yamashina.or.jp/）に動画配信サイトへのリンクを掲載します。

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

鳥の博物館では開館以来、日本産鳥類全種の剥製標本の収集を進めており、
現在までにその 6 割ほどにあたる 385 種の標本を収蔵しています。日本の鳥
コーナーでは、これらの標本をできるだけ多く展示し、地域や環境、季節によっ
ても異なる日本の鳥の多様性をご紹介します。
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

杉 村楚 人冠 記念館

白樺文学館

〜9月27日（日）まで

我孫子市制 50 周年・我孫子を知る 1 年企画

「寄贈資料展

楚人冠と湖畔吟社」

今回は「我孫子を知る 1 年」シリーズの企画
として、楚人冠の書いた掛け軸、河村蜻山作
の灰落としなど、市民寄贈の資料から、湖畔
吟社ゆかりの品々を展示します。
楚人冠と我孫子の人びとの結びつきに思いを
はせながらご覧ください。
※9/29（火）〜 10/2（金）は臨時休館となります。

10/3（土）より新しい展示
「随筆に書かれた我孫子のむかし」が始まります。ご期待ください。
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

現在白樺文学館は館内エレベーター取り換え工事のため
9/30（水）まで休館しています。
お出かけをご予定されている方はお気を付けください。
休館終了後 10/1（木）からは
【『白樺』創刊 110 年記念、市制施行 50 周年記念
「志賀直哉展 - 山田家コレク
ションを中心に -」】を再開い
たします。
皆さまの休館明けのご来館を
お待ちしております。

アビスト de Night☆ LIVE !

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

9／19（土）13：00〜 9／26（土）12：00

10／1（木）〜 10／10（土）16：00

イベントやお祭りの
レポやプロモなど

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。

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。

うなきちパラダイス

第20回 懐かしの映画ポスター展 アビスト de Night ★
本誌で掲載の情報は 9 月１日現在のものです。
アビシルベは現在一部業務を制限し営業を再開してい
ます。入館時にはマスクの着用と手指の消毒をお願い
する等、引き続き感染拡大防止に努めてまいります。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。
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。
アビプレ90号（2020年9月10日 発行）

App Store

「魚菜 瀬がわ」「膳彩や おうみ」「日本料理 月花」

開館時間／
9：00〜18：00

●2020 手賀沼チームラン・キッズラン
うなきちカップ参加者募集中！
●手賀沼ファームで収穫体験
●ママへのごほうびフェスタ 2020
●市民のチカラまつり 2020
●我孫子市 3 館イベント情報

休館日／
年末年始（12/29〜1/3）

これを観れば
振付けもバッチリ！

我孫子市観光アプリ
「あびこ巡り」

Google Play

●和食を楽しむ。

（アビシルベ）

我孫子の美味しい処

イベント情報

市民のチカラまつり2020
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我孫子インフォメーションセンター

YouTube にて動画配信中！

9／27（日）

「あびこ巡り」 好評
配信中
！
で検索！

「膳彩や おうみ」

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

布で描く我孫子の風景展

「日本料理 月花」

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。

最新情報はインターネットで！

9／18（金）18：00〜19：00

「魚菜 瀬がわ」

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

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」を配信予定！
アビシルベ月間予定

＜休館のお知らせ＞

〒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

（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）
情

今月の色
【蒼玉 - サファイア -】
実はルビーと同じ種類の宝石で、赤い
ものはルビーそれ以外の色がサファイア
と言われています。薄青から濃紺の神
秘的な輝きを放つサファイアは神話にも
たびたび登場します。
季節は夏から秋へ。日々変わっていく
空の色や水の色…身近なサファイアの青
を探してみてはいかがでしょうか。

Go to next page

