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※我孫子市 3 館は新型コロナウィルスの影響で 4 月 13 日まで休館となります。

杉 村楚 人冠 記念館

3月10日（火）〜5月10日（日）

明治時代に夏目漱石らを指導し禅の普及に画期をなした
円覚寺の禅僧 釈 宗演。楚人冠もまた宗演に参禅した青年
の一人です。この二人を中心に「禅」が結んだ人びとの
活動を紹介します。

9 時〜 16 時 30 分（入館 16 時まで）
しゃく そうえん

釈宗演と楚人冠の周辺』

常磐線

松戸
上野

釈宗演の肖像

東京

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 休館 月曜（祝日の場合は翌平日）

白樺文学館

鳥 の博 物 館

4月16日
（木）
〜7月12日
（日）

＜志賀直哉展ー山田家コレクションを中心にー＞

てがたん

志賀直哉の子孫である山田家からの寄贈資料の展示会です。
初公開の資料多数。「白樺」創刊 110 年記念としてご覧くだ
さい。
＜志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）＞
熱海稲村大洞台にて
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土

稲村雑談特別版
ーふたりのナオヤ
志賀直哉と山田直矢ー

5 5

場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン 定員：各 25 名（要電話予約）参加費：無料（要入館料）

※新型コロナウィルスの影響を鑑み、4 月・5 月に予定していた
開催は中止し、我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）
の YouTube チャンネルでの動画配信を予定しています。
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

＜３館共通券がよりお得になりました＞

３館共通券の価格が 600 円から 500 円になりました！
ワンコインで「杉村楚人冠記念館」「白樺文学館」「鳥の博物館」の我孫子市３館に
入館することができます。有効期限が１ヶ月あるので、日をまたいで３館をゆっくり楽
しみたい方にもオススメです。
販売場所：我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）・杉村楚人冠記念館・
白樺文学館・鳥の博物館
価格：一般 500 円、高校・大学生 400 円（各館、中学生以下は無料です）※税込

開催中〜6月14日
（日）

火祝

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）

講師：鳥の博物館友の会

鳥凧同好会

時間：13：30 〜 15：30 参加費：無料（入館料別途）
会場：鳥の博物館２階 多目的ホール（天気が良ければ外に出て試し揚げをします。）
申込：先着１４組（１家族で１つの凧を作ります。）小学２年生以下は保護者同伴

5

10

日

鳥のゴムバンドを作ろう

講師：鳥の博物館友の会

鳥絵同好会

くるみボタンをかわいい鳥に変身させて、お気に入りのゴムバンド作りに
挑戦してみましょう。髪留めやお弁当のゴムバンドに使えます。

時間：①10：00 〜 12：00 ②13：30 〜 15：30 会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
申込：各回先着 50 人 参加費：無料（当日は無料入館日）

ファミリーチューカ なかむら

＜2 館共通年間パスポートを販売開始＞

杉村楚人冠記念館と白樺文学館の 2 館に一年を通して入館することができるパスポー
トです。記念品の贈呈や会報の配布など、特典満載！ ぜひご購入ください。
販売場所：杉村楚人冠記念館・白樺文学館（※購入時に連絡先の登録が必要です）
価格：2000 円※税込
杉村楚人冠記念館や白樺文学館の最新情報は Twitter でも配信中！
フォローしてチェックして
杉村楚人冠記念館
白樺文学館
みてくださいね。
（＠sojinkan1872）
（＠abikoshirakaba）

YouTube のアビシルベ CHANNEL!!

（アビシルベ）

アビストde Night☆
大人気！我孫子らーめん紀行
イベント情報をメインとした情報 市内ラーメン店をラーメンレポー
番組。トリシルベ（鳥の博物館）、 ター・丹波道草が食べ歩くシリー
レキシルベ（楚人冠記念館）、フ ズ。現在、第 22 弾まで配信中。取
ミシルベ（白樺文学館）、沼っちゃ 材希望店も募集しています！
お（手賀沼課）の学芸員、職員の
ＰＲなど、いなたいＭＣマネちゃ あびキラ
ん（店長）がご案内！ 毎月第 3 金 市内の衣食住スポットをあびキラ
曜日午後 6 時からライブでお届 レポーター（アビシルベスタッフ）
けしています。
（2020 年 4 月は収 が訪問。書品やサービスに込めた
作り手の思いを引き出します。
録分を配信します）
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CAFE DOCK

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

abishirube または abikoinfo

金

アビプレ85号（2020年4月10日 発行）

CHIBA

鳥の博物館友の会「鳥凧同好会」
オリジナルのポリ袋を使った
鳥凧を作ります。

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

4
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ABIKO

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。
毎月第二土曜日に開催しています。

本誌で掲載の情報は 4 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、4 月 12 日（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。引き続き事前の確認をオススメいたします。
市内での関連情報につきまして
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！ 千葉県我孫子市の情報発信基
は我孫子市のホームページからも
我孫子インフォメーションセンター
ご覧いただけます。

販売予定はアビシルベホームページなどを
ご確認ください。

成田

「ツバメの子育て」

鳥凧教室

資料の寄贈者である山田裕さん（志賀直哉ご令孫）と学芸
員によるトークイベントです。山田家について、展示資料に
まつわるエピソードなどをお話しします。
＜山田直矢（大久保利通甥）＞
6 月 14 日（日）14 時〜 15 時 ※県民の日無料
（山田家提供）
7 月 1 日（水）14 時〜 15 時 ※市制施行日無料

の
大好評 ぐるみが
んぬい
さん
ちさ
き
な
う
くる！
帰って

成田線

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） 申込：不要

関連イベント

再販決定！

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

第８6 回企画展「バンディング展―足環でわかる鳥の渡り―」

『白樺』創刊 110 年記念、市制 50 周年記念

手賀沼のうなきちさんぬいぐるみ

品川

上野東京ライン

企画展『
「禅」が結んだ人びと

取手

我孫子

今月の

アビスト de Night ☆ ★らーめん紀行

★新シリーズ！日本の伝統「匠の技」
とりみんぐ

開館時間／
9：00〜18：00
休館日／
年末年始（12/29〜1/3）

志賀直哉展（白樺文学館）

旧武者小路実篤邸跡特別公開と八景歩き

・春のリニューアル特集！
「CAFE DOCK」
「旬菜厨房 米舞亭」

・我孫子らーめん紀行第 22 弾
「ファミリーチューカ なかむら」
〈市制施行 50 周年記念事業〉

〒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

★♪鳥くんと我孫子でやさしい鳥見ng 等 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

・我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」
・旧武者小路実篤邸跡特別公開と八景歩き
・水の館プラネタリウム新番組
・我孫子市３館イベント情報
（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

今月の色
【金剛石 - ダイヤモンド -】
摩擦や引っ掻き傷に強くもっとも硬い宝石とし
て有名なダイヤモンドですが、割れや欠けには
弱い性質があり、金槌で叩くと砕けてしまうと
いう一面もあります。
だんだんと日差しが強くなっていくこの時期、手
賀沼の水面はダイヤモンドを散りばめたように
キラキラと輝きを放ちます。
少しの風や波ですぐに砕けてしまう水面のダイヤ
モンド…。砕け散る様もまた目を楽しませてく
れます。
新緑の木々に縁取られた美しい手賀沼をゆった
り眺めてみてはいかがでしょうか？

Go to next page
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春のリニューアル特集！

〈市制施行５０周年記念事業〉

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

移転
&
リニューアル
オープン

スウィーツ 3 種盛り合わせ

つくし野地区から我孫子地区に移転してリニューアル！ こじんまり
とした落ち着く店内でゆっくり過ごすことができます。常連の方も
多く、交わされる会話も暖かいです。
おすすめは「ワンプレートランチ」1,200 円（税別）メイン料理
に副菜３品、サラダ、スープ、ヘルシーな雑穀米にドリンクもつい
てとってもお得！ 食品ロスゼロを目指して、体に良い食材を数量
限定で出しているそうです。
「スウィーツ 3 種盛り合わせ」500 円（税別）はランチにプラスし
ても、ティーテイムに楽しむにもぴったり！ 3 種類のスウィーツで
所 千葉県我孫子市我孫子 4-7-13
ちょっと贅沢な時間をお過ごしください。
営 11：30 〜 21：00
この他、子育て中の方には嬉しいキッズメニューも充実。アルコー
（ランチ 11：30 〜 14：30）
ルメニューも豊富です。この機会に、新しくなった「CAFE DOCK」
日曜日・月曜日
休
に立ち寄ってみてはいかがでしょうか？
問 04-7139-0968

アビシルベ
スタッフが
制作しました！

お手持ちのスマートフォンやタブ
レットでいつでも我孫子市の観
光情報をご覧いただけます。
市内の見どころや、飲食店、文
化人ゆかりの地、史跡について
も詳しく掲載！
これから我孫子を訪れる方はも
ちろん、市内にお住いの方も今
まで知らなかった “我孫子の名
所” が見つかるかも！
最新情報も随時更新！ぜひご活
用ください。

CAFE DOCK
ワンプレートランチ

2020 年 4 月

ダウンロードは

Google Play または App Store で

「あびこ巡り」で検索！
イトーヨーカドー
我孫子店
356

北口

我孫子駅

禁煙

国道 6 号

JR 常磐線

水の館 プラネタリウム

※7 月 12 日 ( 日 ) まで

4 月 18 日（土）から新番組がスタートします !

リニューアル
＆
新メニュー登場！
しゅんさいちゅうぼう

制作・問合せ：我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）04-7100-0014

テーマ番組「時をはかる」
時の記念日が制定されてから 100 年。これにちなんで天文と
ゆかりの深い時間という、普段はあたりまえのように使って
いるものさしについて解説します。

旧武者小路実篤邸跡特別公開
5

23

土

9：00〜12：30
※荒天中止

と八景歩き
「我孫子の景観を育てる会」が主催する
まち歩きイベントです。
若葉そよぐ季節、我孫子を歩いてみませんか？

まいまいてい

旬菜厨房 米舞亭
鯖フィーレ揚出し定食 880 円（税込）

パリパリ油淋鶏定食 880 円（税込）

県道８号

地元野菜を活かした料理で人気の「旬菜厨房 米舞亭」が更にパワーアッ
プしました。新鮮なサバをカラッと揚げ、甘酢あんとシャキシャキのネ
ギを添えた「鯖フィーレ揚出し定食」や、さっぱりした香味醤油が決
め手の「パリパリ油淋鶏定食」などの新メニューが追加されました。
今後も利用者アンケートなどを通じて新しいメニューにチャレンジして
いくとのこと。またコードレスチャイムの導入により、呼び出し時間の
手賀大橋
短縮も実現。利用者目線に立ったリニューアルです。

我孫子市役所
手賀沼親水広場
水の館

休 第 4 水曜日（祝日の場合、第 3 水曜日）
年末年始（12/31 〜 1/4）

問 04-7168-0504
禁煙

ファミリーチューカ なかむら

天王台で４０年以上愛される中華料理店。レトロな店内で美味しい料理を楽しむことが
できます。今回ご紹介するのは「味噌チャーシュー」1,120 円（税別）。我孫子市ふるさ
と産品に推奨されている「やまつね味噌」を使ったスープに、３時間煮込んだ厚切りの
チャーシューを香ばしく炙ってトッピング！ シャキシャキのもやしと、もちもちの麺がスー
プによく絡みます。風味を損なわない
生みそ仕立てのスープは、香りのよさで
食欲をそそります。また、“ビールが美
味しい店” ということでおつまみメニュー
も充実！
休みの日は昼間からビール！というのも
なかなか乙ですね。

問 Tel.04-7182-6009 営 11：00〜15：00 ／ 17：00〜23：00 休 日曜日
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12 〜 2 月 11：00 〜 16：30（L.O.16：00）
※但し 2020 年 4 月 30 日までは
12：00 〜 15：00（L.O. 14：30）

356

我孫子らーめん紀行 第 22 弾

所 千葉県我孫子市天王台 1-20-9 中村ビル 1F

所 千葉県我孫子市高野山新田 193 水の館 1F
営 3 〜 11 月 11：00 〜 17：00（L.O.16：30）

禁煙

川越市時の鐘 ©yoshitaka

星空解説「今夜、なにがみえるかな（2020 春〜夏）
」
春の夜空の目印は北斗七星。この星の並びを使うと、うしか
い座やおとめ座、そしてからす座を見つけることができます。
季節の星座を分かりやすく解説します。
上映日：土・日・祝日
10：00 ／ 13：00 ／ 15：00 テーマ番組
11：00 ／ 14：00 ／ 16：00 星空解説

※各回 約 20 分
費用 100 円（中学生以下無料）
定員 50 名
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機にて
チケット販売

＜集合＞我孫子駅南口けやきプラザ 1 階 ９：００
＜コース＞けやきプラザ〜白樺文学館（学芸員説明）〜旧武者小路実篤
邸跡〜けやきプラザ
※左回りは逆の順番で回ります。
途中、大正期の手賀沼湖畔に『我孫子コロニー』を形成した
志賀直哉、および柳宗悦の旧邸跡にも立ち寄りながら、「我孫
子のいろいろ八景」をガイドと一緒に巡ります。
＜定員＞右回り、左回り各２０名、計４０名（右回り・左回りは当会で決定）
＜費用＞５００円（保険料、白樺文学館入場料、運営費）
＜申込＞４月１６日（木）〜２５日（土）まで
郵便番号、住所、氏名、電話番号、同行者の住所・氏名（4 人まで）
を記載し、下記メールアドレスまでお送りください。
【abiko.keikan@gmail.com】
※結果は５月 1 日（金）ごろお知らせします。
＜注意事項＞◎重複無効。同行者が別途申込した場合も重複とみなします。
◎電話受付不可
◎約５キロの散策が可能な方

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

主催 問 我孫子の景観を育てる会 Tel.090-6034-9149

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）

＜後援＞我孫子市教育委員会 ＜協力＞三協フロンテア（株）
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春のリニューアル特集！

〈市制施行５０周年記念事業〉

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

移転
&
リニューアル
オープン

スウィーツ 3 種盛り合わせ

つくし野地区から我孫子地区に移転してリニューアル！ こじんまり
とした落ち着く店内でゆっくり過ごすことができます。常連の方も
多く、交わされる会話も暖かいです。
おすすめは「ワンプレートランチ」1,200 円（税別）メイン料理
に副菜３品、サラダ、スープ、ヘルシーな雑穀米にドリンクもつい
てとってもお得！ 食品ロスゼロを目指して、体に良い食材を数量
限定で出しているそうです。
「スウィーツ 3 種盛り合わせ」500 円（税別）はランチにプラスし
ても、ティーテイムに楽しむにもぴったり！ 3 種類のスウィーツで
所 千葉県我孫子市我孫子 4-7-13
ちょっと贅沢な時間をお過ごしください。
営 11：30 〜 21：00
この他、子育て中の方には嬉しいキッズメニューも充実。アルコー
（ランチ 11：30 〜 14：30）
ルメニューも豊富です。この機会に、新しくなった「CAFE DOCK」
日曜日・月曜日
休
に立ち寄ってみてはいかがでしょうか？
問 04-7139-0968

アビシルベ
スタッフが
制作しました！

お手持ちのスマートフォンやタブ
レットでいつでも我孫子市の観
光情報をご覧いただけます。
市内の見どころや、飲食店、文
化人ゆかりの地、史跡について
も詳しく掲載！
これから我孫子を訪れる方はも
ちろん、市内にお住いの方も今
まで知らなかった “我孫子の名
所” が見つかるかも！
最新情報も随時更新！ぜひご活
用ください。

CAFE DOCK
ワンプレートランチ

2020 年 4 月

ダウンロードは

Google Play または App Store で

「あびこ巡り」で検索！
イトーヨーカドー
我孫子店
356

北口

我孫子駅

禁煙

国道 6 号

JR 常磐線

水の館 プラネタリウム

※7 月 12 日 ( 日 ) まで

4 月 18 日（土）から新番組がスタートします !

リニューアル
＆
新メニュー登場！
しゅんさいちゅうぼう

制作・問合せ：我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）04-7100-0014

テーマ番組「時をはかる」
時の記念日が制定されてから 100 年。これにちなんで天文と
ゆかりの深い時間という、普段はあたりまえのように使って
いるものさしについて解説します。

旧武者小路実篤邸跡特別公開
5

23

土

9：00〜12：30
※荒天中止

と八景歩き
「我孫子の景観を育てる会」が主催する
まち歩きイベントです。
若葉そよぐ季節、我孫子を歩いてみませんか？

まいまいてい

旬菜厨房 米舞亭
鯖フィーレ揚出し定食 880 円（税込）

パリパリ油淋鶏定食 880 円（税込）

県道８号

地元野菜を活かした料理で人気の「旬菜厨房 米舞亭」が更にパワーアッ
プしました。新鮮なサバをカラッと揚げ、甘酢あんとシャキシャキのネ
ギを添えた「鯖フィーレ揚出し定食」や、さっぱりした香味醤油が決
め手の「パリパリ油淋鶏定食」などの新メニューが追加されました。
今後も利用者アンケートなどを通じて新しいメニューにチャレンジして
いくとのこと。またコードレスチャイムの導入により、呼び出し時間の
手賀大橋
短縮も実現。利用者目線に立ったリニューアルです。

我孫子市役所
手賀沼親水広場
水の館

休 第 4 水曜日（祝日の場合、第 3 水曜日）
年末年始（12/31 〜 1/4）

問 04-7168-0504
禁煙

ファミリーチューカ なかむら

天王台で４０年以上愛される中華料理店。レトロな店内で美味しい料理を楽しむことが
できます。今回ご紹介するのは「味噌チャーシュー」1,120 円（税別）。我孫子市ふるさ
と産品に推奨されている「やまつね味噌」を使ったスープに、３時間煮込んだ厚切りの
チャーシューを香ばしく炙ってトッピング！ シャキシャキのもやしと、もちもちの麺がスー
プによく絡みます。風味を損なわない
生みそ仕立てのスープは、香りのよさで
食欲をそそります。また、“ビールが美
味しい店” ということでおつまみメニュー
も充実！
休みの日は昼間からビール！というのも
なかなか乙ですね。

問 Tel.04-7182-6009 営 11：00〜15：00 ／ 17：00〜23：00 休 日曜日

2

12 〜 2 月 11：00 〜 16：30（L.O.16：00）
※但し 2020 年 4 月 30 日までは
12：00 〜 15：00（L.O. 14：30）

356

我孫子らーめん紀行 第 22 弾

所 千葉県我孫子市天王台 1-20-9 中村ビル 1F

所 千葉県我孫子市高野山新田 193 水の館 1F
営 3 〜 11 月 11：00 〜 17：00（L.O.16：30）

禁煙

川越市時の鐘 ©yoshitaka

星空解説「今夜、なにがみえるかな（2020 春〜夏）
」
春の夜空の目印は北斗七星。この星の並びを使うと、うしか
い座やおとめ座、そしてからす座を見つけることができます。
季節の星座を分かりやすく解説します。
上映日：土・日・祝日
10：00 ／ 13：00 ／ 15：00 テーマ番組
11：00 ／ 14：00 ／ 16：00 星空解説

※各回 約 20 分
費用 100 円（中学生以下無料）
定員 50 名
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機にて
チケット販売

＜集合＞我孫子駅南口けやきプラザ 1 階 ９：００
＜コース＞けやきプラザ〜白樺文学館（学芸員説明）〜旧武者小路実篤
邸跡〜けやきプラザ
※左回りは逆の順番で回ります。
途中、大正期の手賀沼湖畔に『我孫子コロニー』を形成した
志賀直哉、および柳宗悦の旧邸跡にも立ち寄りながら、「我孫
子のいろいろ八景」をガイドと一緒に巡ります。
＜定員＞右回り、左回り各２０名、計４０名（右回り・左回りは当会で決定）
＜費用＞５００円（保険料、白樺文学館入場料、運営費）
＜申込＞４月１６日（木）〜２５日（土）まで
郵便番号、住所、氏名、電話番号、同行者の住所・氏名（4 人まで）
を記載し、下記メールアドレスまでお送りください。
【abiko.keikan@gmail.com】
※結果は５月 1 日（金）ごろお知らせします。
＜注意事項＞◎重複無効。同行者が別途申込した場合も重複とみなします。
◎電話受付不可
◎約５キロの散策が可能な方

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

主催 問 我孫子の景観を育てる会 Tel.090-6034-9149

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）

＜後援＞我孫子市教育委員会 ＜協力＞三協フロンテア（株）

3

Vol.85（2020 年 4 月 10 日発行）

※我孫子市 3 館は新型コロナウィルスの影響で 4 月 13 日まで休館となります。

杉 村楚 人冠 記念館

3月10日（火）〜5月10日（日）

明治時代に夏目漱石らを指導し禅の普及に画期をなした
円覚寺の禅僧 釈 宗演。楚人冠もまた宗演に参禅した青年
の一人です。この二人を中心に「禅」が結んだ人びとの
活動を紹介します。

9 時〜 16 時 30 分（入館 16 時まで）
しゃく そうえん

釈宗演と楚人冠の周辺』

常磐線

松戸
上野

釈宗演の肖像

東京

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 休館 月曜（祝日の場合は翌平日）

白樺文学館

鳥 の博 物 館

4月16日
（木）
〜7月12日
（日）

＜志賀直哉展ー山田家コレクションを中心にー＞

てがたん

志賀直哉の子孫である山田家からの寄贈資料の展示会です。
初公開の資料多数。「白樺」創刊 110 年記念としてご覧くだ
さい。
＜志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）＞
熱海稲村大洞台にて

5

9

土

稲村雑談特別版
ーふたりのナオヤ
志賀直哉と山田直矢ー

5 5

場所：白樺文学館 1 階ピアノサロン 定員：各 25 名（要電話予約）参加費：無料（要入館料）

※新型コロナウィルスの影響を鑑み、4 月・5 月に予定していた
開催は中止し、我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）
の YouTube チャンネルでの動画配信を予定しています。
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

＜３館共通券がよりお得になりました＞

３館共通券の価格が 600 円から 500 円になりました！
ワンコインで「杉村楚人冠記念館」「白樺文学館」「鳥の博物館」の我孫子市３館に
入館することができます。有効期限が１ヶ月あるので、日をまたいで３館をゆっくり楽
しみたい方にもオススメです。
販売場所：我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）・杉村楚人冠記念館・
白樺文学館・鳥の博物館
価格：一般 500 円、高校・大学生 400 円（各館、中学生以下は無料です）※税込

開催中〜6月14日
（日）

火祝

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）

講師：鳥の博物館友の会

鳥凧同好会

時間：13：30 〜 15：30 参加費：無料（入館料別途）
会場：鳥の博物館２階 多目的ホール（天気が良ければ外に出て試し揚げをします。）
申込：先着１４組（１家族で１つの凧を作ります。）小学２年生以下は保護者同伴

5

10

日

鳥のゴムバンドを作ろう

講師：鳥の博物館友の会

鳥絵同好会

くるみボタンをかわいい鳥に変身させて、お気に入りのゴムバンド作りに
挑戦してみましょう。髪留めやお弁当のゴムバンドに使えます。

時間：①10：00 〜 12：00 ②13：30 〜 15：30 会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
申込：各回先着 50 人 参加費：無料（当日は無料入館日）

ファミリーチューカ なかむら

＜2 館共通年間パスポートを販売開始＞

杉村楚人冠記念館と白樺文学館の 2 館に一年を通して入館することができるパスポー
トです。記念品の贈呈や会報の配布など、特典満載！ ぜひご購入ください。
販売場所：杉村楚人冠記念館・白樺文学館（※購入時に連絡先の登録が必要です）
価格：2000 円※税込
杉村楚人冠記念館や白樺文学館の最新情報は Twitter でも配信中！
フォローしてチェックして
杉村楚人冠記念館
白樺文学館
みてくださいね。
（＠sojinkan1872）
（＠abikoshirakaba）

YouTube のアビシルベ CHANNEL!!

（アビシルベ）

アビストde Night☆
大人気！我孫子らーめん紀行
イベント情報をメインとした情報 市内ラーメン店をラーメンレポー
番組。トリシルベ（鳥の博物館）、 ター・丹波道草が食べ歩くシリー
レキシルベ（楚人冠記念館）、フ ズ。現在、第 22 弾まで配信中。取
ミシルベ（白樺文学館）、沼っちゃ 材希望店も募集しています！
お（手賀沼課）の学芸員、職員の
ＰＲなど、いなたいＭＣマネちゃ あびキラ
ん（店長）がご案内！ 毎月第 3 金 市内の衣食住スポットをあびキラ
曜日午後 6 時からライブでお届 レポーター（アビシルベスタッフ）
けしています。
（2020 年 4 月は収 が訪問。書品やサービスに込めた
作り手の思いを引き出します。
録分を配信します）
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CAFE DOCK

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

abishirube または abikoinfo

金

アビプレ85号（2020年4月10日 発行）

CHIBA

鳥の博物館友の会「鳥凧同好会」
オリジナルのポリ袋を使った
鳥凧を作ります。

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

4

4

ABIKO

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。
毎月第二土曜日に開催しています。

本誌で掲載の情報は 4 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、4 月 12 日（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。引き続き事前の確認をオススメいたします。
市内での関連情報につきまして
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！ 千葉県我孫子市の情報発信基
は我孫子市のホームページからも
我孫子インフォメーションセンター
ご覧いただけます。

販売予定はアビシルベホームページなどを
ご確認ください。

成田

「ツバメの子育て」

鳥凧教室

資料の寄贈者である山田裕さん（志賀直哉ご令孫）と学芸
員によるトークイベントです。山田家について、展示資料に
まつわるエピソードなどをお話しします。
＜山田直矢（大久保利通甥）＞
6 月 14 日（日）14 時〜 15 時 ※県民の日無料
（山田家提供）
7 月 1 日（水）14 時〜 15 時 ※市制施行日無料

の
大好評 ぐるみが
んぬい
さん
ちさ
き
な
う
くる！
帰って

成田線

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） 申込：不要

関連イベント

再販決定！

柏

千葉県我孫子市の
情報発信基地

第８6 回企画展「バンディング展―足環でわかる鳥の渡り―」

『白樺』創刊 110 年記念、市制 50 周年記念

手賀沼のうなきちさんぬいぐるみ

品川

上野東京ライン

企画展『
「禅」が結んだ人びと

取手

我孫子

今月の

アビスト de Night ☆ ★らーめん紀行

★新シリーズ！日本の伝統「匠の技」
とりみんぐ

開館時間／
9：00〜18：00
休館日／
年末年始（12/29〜1/3）

志賀直哉展（白樺文学館）

旧武者小路実篤邸跡特別公開と八景歩き

・春のリニューアル特集！
「CAFE DOCK」
「旬菜厨房 米舞亭」

・我孫子らーめん紀行第 22 弾
「ファミリーチューカ なかむら」
〈市制施行 50 周年記念事業〉

〒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

★♪鳥くんと我孫子でやさしい鳥見ng 等 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

・我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」
・旧武者小路実篤邸跡特別公開と八景歩き
・水の館プラネタリウム新番組
・我孫子市３館イベント情報
（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

今月の色
【金剛石 - ダイヤモンド -】
摩擦や引っ掻き傷に強くもっとも硬い宝石とし
て有名なダイヤモンドですが、割れや欠けには
弱い性質があり、金槌で叩くと砕けてしまうと
いう一面もあります。
だんだんと日差しが強くなっていくこの時期、手
賀沼の水面はダイヤモンドを散りばめたように
キラキラと輝きを放ちます。
少しの風や波ですぐに砕けてしまう水面のダイヤ
モンド…。砕け散る様もまた目を楽しませてく
れます。
新緑の木々に縁取られた美しい手賀沼をゆった
り眺めてみてはいかがでしょうか？

Go to next page

