杉 村楚 人冠 記念館

5月16日（土）〜7月12日（日）

我孫子市制 50 周年・我孫子を知る1 年企画

白樺文学館

Vol.86（2020 年 5 月 10 日発行）

4月16日
（木）
〜7月12日
（日）

取手
常磐線

『白樺』創刊 110 年記念、市制 50 周年記念

＜志賀直哉展ー山田家コレクションを中心にー＞

上野

今回は「我孫子を知る 1 年」シリー

志賀直哉の子孫である山田家からの寄贈

東京

ズの企画として、楚人冠の書いた掛

資料の展示会です。

品川

け軸、河村蜻山作の灰落としなど、

初公開の資料多数。
「白樺」創刊 110 年記念

市民寄贈の資料から、湖畔吟社ゆか

としてご覧ください。

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

鳥 の博 物 館
第８6 回企画展

「バンディング展―足環でわかる鳥の渡り―」

明治 44 年（1911 年）、我孫子市

緑にある天神山緑地に嘉納治五郎
は別荘を構えました。高台からの見

個体を識別するための標識を

市民団体「我孫子の文化を守る会」

各地で様々な鳥を対象とした

が寄付を集め２年がかりで建設に

調査が実施されています。バ

至りました。

ンディングではどのように調査が行われているか、バンディングによって

銅像は彫刻家朝倉文夫が制作

明らかになった鳥たちの渡りや生活をご紹介します。

した和服姿の立像で、同じ型の石

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

※我孫子市 3 館は 5/31（日）まで休館です。

本誌で掲載の情報は５月１日現在の
ものです。
アビシルベも新型コロナウイルスの影響を
受け、5 月 31 日まで臨時休館しています。
ただし、月曜日から土曜日までの午前 9 時
から午後 4 時 30 分の間、パスポート用の証
紙・印紙の販売は行っています。
今号掲載のイベントも今後中止や延期、内
容が変更になる場合がございます。引き続

鈴木屋

NORTH LAKE CAFE & BOOKS

膏原型から作られた銅像は我孫子
市で６箇所目になります。
これから時 代とともに移りゆく
我孫子の街を変わらぬ眼差しで見
守ってくれることでしょう！
所 嘉納治五郎別荘跡（天神山緑地）

再開は 6/2（火）を予定しております。

アビプレ86号（2020年5月10日 発行）

海鮮処 いわい

納治五郎の銅像が完成しました。

託して調査が行われており、

4

おがわ亭

そんな景色を見つめるように嘉

境省が山階鳥類研究所に委

けます。

北海道らーめん ひむろ

TAKE OUT で食べて応援！

ことができます。

べる調 査 です。日本 で は、環

ご覧いただ

洋食酒場 ARUKAS

晴らしは良く、眼下に手賀沼を臨む

鳥に付けて、渡りや寿命を調

ついては我孫子市の

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

嘉納治五郎の銅像が完成！

バンディング（標識調査）は、

ホームページからも

CHIBA

嘉納治五郎別荘跡（天神山緑地）
に

開催中〜8月30日
（日）

市内での関連情報に

ABIKO

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

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

き事前の確認をお勧めいたします。

成田

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）

＜志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）＞
熱海稲村大洞台にて

に思いをはせながらご覧ください。

成田線

千葉県我孫子市の
情報発信基地

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

柏

上野東京ライン

「寄贈資料展 楚人冠と湖畔吟社」

松戸

我孫子

（千葉県我孫子市緑１）

最新情報はインターネットで！
@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）

アビシルベ または abikoinfo

YouTube のアビシルベ CHANNEL!!
アビストde Night☆

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

イベント情報をメインとした情報番組。トリシルベ（鳥の
博物館）、レキシルベ（楚人冠記念館）、フミシルベ（白樺
文学館）、沼っちゃお（手賀沼課）の学芸員、職員のＰＲな
ど、ＭＣマネちゃん（アビシルベセンター長）がご案内！
毎月第 3 金曜日午後 6 時からライブでお届けしています。
なお 5 月のライブ収録は中止となります。これまでの放映
分は見ることができますので、stay home のこの機会に、
ぜひご覧ください！
大人気！我孫子らーめん紀行‥‥市内ラーメン店をラー
メンレポーター・丹波道草が食べ歩くシリーズ。
あびキラ‥‥市内の衣食住スポットをあびキラレポーター
（アビシルベスタッフ）が訪問。

開館時間／
9：00〜18：00
休館日／
年末年始（12/29〜1/3）

てがのや

なべちゃんズ

ラコッタ〜憩の場〜

・TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！
洋食酒場 ARUKAS・北海道らーめん ひむろ

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

宝石の「翠玉 - エメラルド -」は緑柱石（ベ
リル）のなかでクロムやバナジウムによっ

NORTH LAKE CAFE & BOOKS・てがのや

春に新芽を出し、５月の暖かい日差しの中

・我孫子市３館展示情報

www.abikoinfo.jp アビシルベ

今月の色
【翠玉 - エメラルド -】

おがわ亭・海鮮処 いわい・鈴木屋
なべちゃんズ・ラコッタ〜憩の場〜・cafe 茶豆

〒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

cafe 茶豆

（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・天神山緑地に嘉納治五郎の銅像が完成！

て緑色に発色するものをさします。
で伸びゆく若葉はエメラルドの様。
木々に茂った葉は適度に日を遮り、心地
よい木漏れ日を作り出します。
爽やかな風が吹き抜ける季節、自宅の窓
を開け新緑の木々を眺めてみてはいかがで
しょうか？

Go to next page

TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！

Vol. 86

お家で楽しく過ごすには美味しいご飯から！
我孫子市内で TAKE OUT 対応をしている店舗をご紹介します。

2020 年 5 月

市内飲食店でテイクアウトをしたら「＃我孫子エール飯」のハッシュタグ

をつけて写真などを SNS に投稿して、飲食店を応援しよう！
アビシルベのホームページでもテイクアウトのできるお店を多数紹介中
です。あわせてご覧ください。

洋食酒場 ARUKAS

NORTH LAKE CAFE & BOOKS

創作洋食が楽しめるお店。ブルーチーズのポテトサラダ
500 円や手作りカスタードプリン 400 円など、旬の食材を
使った料理やワインの持ち帰りもおすすめ！
受 け 取り時 間を電 話 予 約 すると国 産 黒 毛 和 牛ステー キ
1,200 円〜もご用意できます。※全て税込
＜TAKE OUT 対応時間＞16:00 〜無くなり次第終了
所：千葉県我孫子市我孫子 1-18-17 ル・ソルボンヌ 103
問：０４-７１９２-７２２２／休：日曜日・祝日

本とコーヒーが楽しめるカフェ。ランチメニューは焼きカレー、
チリコンカン、
チキンときのこのドリアの３種から選べそれぞれ地元野菜のサラダ付き
700 円。ドリンク付きは１,０００円。
その他、こだわりのコーヒー（ホット・アイス）３３０円やスイーツも 300
円〜からご用意しています。外出自粛のお供に、書籍もご購入いただけます。
※全て税込
＜TAKE OUT 対応時間＞11:00 〜 16:00 ご予約いただくとスムーズにお渡しできます。
所：千葉県我孫子市緑２-１１-４８／問：０４-７１９９-３２５１／休：火曜日・金曜日

ブルーチーズのポテトサラダ・手作りカスタードプリン

北海道らーめん ひむろ

てがのや

北海道ラーメンの名店。チャーハン７００円・餃子３５０円・
特製油そば７9０円の他、鍋などの容器を持参するとラー
メンも持ち帰ることができます。おつまみも充実してい
ます。※全て税込
＜TAKE OUT 対応時間＞11:00 〜 22:00
※変更になる場合があります。
所：千葉県我孫子市本町２-２-１９市川ビル
問：０４-７１０８-０４４４／休：無休

鮪と乾物のお店。
カナダ産天然紅しゃけのり弁９５０円・鯖の文化干しのり弁９００円など
お魚をメインとしたお弁当を販売。その他数種類のお弁当をご用意して
います。乾物類は通常販売中、長く保存ができますのでご活用ください。
※全て税込
＜TAKE OUT 対応時間＞11:00 〜お弁当が無くなり次第終了
電話でのご予約 OK
所：千葉県我孫子市若松１４９-５／問：０４-７１５７-３１３０／休：日曜日

チャーハン・餃子

おがわ亭
唐揚げ丼セット

海鮮処 いわい
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ランチメニュー

鯖の文化干しのり弁

なべちゃんズ

美味しくてお手頃価格なお弁当のお店。かけそば / うどん
（冷・温）４２０円・海老野菜天そば / うどん（冷・温）７７０円・
唐揚げ丼セット８８０円等多数のメニューから選ぶことができ
ます。
TAKE OUT だけでなく出前の注文も OK！（※出前は２品
海老野菜天セット
から、１品の場合配達料３００円がかかります。）※全て税込
＜TAKE OUT 対応時間＞11:00 〜 19:00
所：千葉県我孫子市本町 1-1-10 ／問：０４-７１８６-２４３７／休：不定休

新鮮な海鮮が楽しめるお店。様々な季節のおかずがうれしい
お弁当（要予約）1,080 円や、握り６貫と細巻き１本が入っ
たお寿司 1,080 円などがお持ち帰りいただけます。お寿司
の魚は開けてからのお楽しみ！その他メニューもあり！
※全て税込
＜TAKE OUT 対応時間＞11:30 〜 13:30 前後
／ 17:00 〜 20:00
所：千葉県我孫子市本町 1-1-10 ／問：０４-７１８５-５４００／休：火曜日

→

お弁当

お寿司

天王台で人気の居酒屋。自慢の鶏を使った宅飲みにぴったりな料理
を持ち帰ることができます。焼鳥各種１５０円〜・バカ旨若鶏の唐揚
５００円等お酒が進むメニューが盛りだくさん！ メールでも注文でき
るのが嬉しいですね。※税サービス
＜TAKE OUT 対応時間＞11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 20:00
メールは 24 時間受付
【nabechans.tennoudai@gmail.com】
所：千葉県我孫子市天王台１-２４-８／問：０４-７１８５-９５１１／休：月曜日

ラコッタ〜憩の場〜
本格イタリアンが楽しめるお店。
チキンピラフ弁当７５０円・お子様弁当５００円や、石窯で焼き上げた
ピザ８００円〜も持ち帰ることができます。他にも多数メニューあり！気
分に合わせて選ぶことができます。※全て税別
＜TAKE OUT 対応時間＞11:00 〜 15:00（受け取りは 17:00 まで）
ご予約いただくとスムーズにお渡しできます。
所：千葉県我孫子市中峠台１６-２／問：０４-７１９０-５８１８
休：第３火曜日（祝日の場合、翌平日）

鈴木屋

cafe 茶豆

創業 140 年有余年の老舗割烹。和食の美味しさをぎゅっと詰め込んだお弁当
を持ち帰ることができます。玉手箱 1,100 円・花くらべ 1,382 円・野鳥の楽
園 1,000 円・えび三昧 1,350 円・かつ丸 1,350 円等。お届けも行っています。
その他、神楽ばやし 1,900 円等の高級弁当はご相談ください。※全て税込
＜TAKE OUT 対応時間＞9:00 〜 18:00（お届けは 18:30 まで）
お届け、または持ち帰りの 2 時間前までにご注文ください。
所：千葉県我孫子市寿 1-10-21 ／問：０４-７１８２-０００２
休：1/1 〜 5・臨時休業あり（お問い合わせください）12/28 〜 31 は電話対応のみ

地元で愛されるかわいいカフェ。おにぎり Box９００円（要予約）・
カップ デ ナポリ（特製ナポリタン）６００円・箱入り娘（たまごサンド）
６００円の他、ドリンクメニューも３００円〜持ち帰ることができます。
お家でホッとしたいときにぴったりですね。※全て税別
＜TAKE OUT 対応時間＞11:00 〜 17:00
ご予約いただくとスムーズにお渡しできます。
所：千葉県我孫子市布佐２９７１／問：０４-７１８９-４８３３
休：月曜日（祝日の場合も休み）

花くらべ

かつ丸

バカ旨若鶏の唐揚

チキンピラフ弁当

おにぎり Box

お子様弁当

箱入り娘
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べる調 査 です。日本 で は、環

ご覧いただ

洋食酒場 ARUKAS

晴らしは良く、眼下に手賀沼を臨む

鳥に付けて、渡りや寿命を調

ついては我孫子市の

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

嘉納治五郎の銅像が完成！

バンディング（標識調査）は、

ホームページからも

CHIBA

嘉納治五郎別荘跡（天神山緑地）
に

開催中〜8月30日
（日）

市内での関連情報に

ABIKO

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

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

き事前の確認をお勧めいたします。

成田

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）

＜志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）＞
熱海稲村大洞台にて

に思いをはせながらご覧ください。

成田線

千葉県我孫子市の
情報発信基地

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

柏

上野東京ライン

「寄贈資料展 楚人冠と湖畔吟社」

松戸

我孫子

（千葉県我孫子市緑１）

最新情報はインターネットで！
@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）

アビシルベ または abikoinfo

YouTube のアビシルベ CHANNEL!!
アビストde Night☆

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

イベント情報をメインとした情報番組。トリシルベ（鳥の
博物館）、レキシルベ（楚人冠記念館）、フミシルベ（白樺
文学館）、沼っちゃお（手賀沼課）の学芸員、職員のＰＲな
ど、ＭＣマネちゃん（アビシルベセンター長）がご案内！
毎月第 3 金曜日午後 6 時からライブでお届けしています。
なお 5 月のライブ収録は中止となります。これまでの放映
分は見ることができますので、stay home のこの機会に、
ぜひご覧ください！
大人気！我孫子らーめん紀行‥‥市内ラーメン店をラー
メンレポーター・丹波道草が食べ歩くシリーズ。
あびキラ‥‥市内の衣食住スポットをあびキラレポーター
（アビシルベスタッフ）が訪問。

開館時間／
9：00〜18：00
休館日／
年末年始（12/29〜1/3）

てがのや

なべちゃんズ

ラコッタ〜憩の場〜

・TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！
洋食酒場 ARUKAS・北海道らーめん ひむろ

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

宝石の「翠玉 - エメラルド -」は緑柱石（ベ
リル）のなかでクロムやバナジウムによっ

NORTH LAKE CAFE & BOOKS・てがのや

春に新芽を出し、５月の暖かい日差しの中

・我孫子市３館展示情報

www.abikoinfo.jp アビシルベ

今月の色
【翠玉 - エメラルド -】

おがわ亭・海鮮処 いわい・鈴木屋
なべちゃんズ・ラコッタ〜憩の場〜・cafe 茶豆

〒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

cafe 茶豆

（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・天神山緑地に嘉納治五郎の銅像が完成！

て緑色に発色するものをさします。
で伸びゆく若葉はエメラルドの様。
木々に茂った葉は適度に日を遮り、心地
よい木漏れ日を作り出します。
爽やかな風が吹き抜ける季節、自宅の窓
を開け新緑の木々を眺めてみてはいかがで
しょうか？
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