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開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00
休   館   日／12月31日のみ休   館   日／12月31日のみ

〒270-1151
      千葉県我孫子市本町2丁目2番6号  
TEL 04-7100-0014  FAX 04-7108-0014
www.abikoinfo.jp アビシルベ

我孫子駅

アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

国道 356 号

南口

・ ・
・ ・

けやきプラザ
アビシルベアビシルベ

アビシルベ月間予定

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

Go to next page

LIVE !

鳥の博物館

＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円（３館とは、鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。）

14：00～15：00

白樺サロンのひととき

～京平を偲ぶ～
白樺サロンのひととき

～京平を偲ぶ～

・kupu knit studio and café（クプ ニットスタジオアンドカフェ）
・あびこ農産物直売所あびこん「お野菜スイーツのすゝめ」
・新年ちびっこ餅つき大会
・我孫子市新春マラソン大会
・我孫子の節分「子の神大黒天の節分会」「竹内神社の節分祭」
・第71回東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
・ひなまつり記念撮影会のご案内
・我孫子市3館イベント情報

・kupu knit studio and café（クプ ニットスタジオアンドカフェ）
・あびこ農産物直売所あびこん「お野菜スイーツのすゝめ」
・新年ちびっこ餅つき大会
・我孫子市新春マラソン大会
・我孫子の節分「子の神大黒天の節分会」「竹内神社の節分祭」
・第71回東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
・ひなまつり記念撮影会のご案内
・我孫子市3館イベント情報

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　電話：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

白樺文学館

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　電話：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

てがたん企画展
1 13
土

1 14
日

1 13
土

テーマトーク

あびこ自然観察隊「オーイ！冬鳥くん」

第７９回企画展「第13回友の会展」

第８０回企画展
「日本の海鳥～カンムリウミスズメと行く海の旅～」

場所：２階 企画展示室

「鳥の標本ってどんなもの？
　はくせい標本の作り方」
講師：岩見恭子さん（山階鳥類研究所 自然誌研究室研究員）

10：00～12：00（雨天中止）
集合場所：鳥の博物館玄関
参加費：高校生以上１００円
　　　　（保険料として）
申込：不要

場所：白樺文学館1階ピアノサロン　定員：20名（先着）
参加費：無料（ただし入館料がかかります） 原田京平（我孫子時代）

―みーつけた！ ツバメの巣―
「もっと知りたいカモのこと」

210
土
「シジュウカラと愉快な仲間たち」

9：00～12：00（雨天中止）
集合時間・場所：９時、手賀の丘少年自然の家
参加費：１００円（保険料として）
定員：先着５０名（小学生以下は保護者同伴）
当日の持ち物：筆記用具、防寒の服、あれば双眼鏡（貸出もいたします）
問い合わせ・申込：手賀の丘少年自然の家（04-7191-1923）

楚人冠が刀剣鑑賞を趣味としていたことにちなみ、
刀剣の初歩の知識を学びながら、楚人冠旧蔵の
短刀二本を鑑賞する展示です。

「柳、濱田、リーチ、河井、棟方署名色紙」
（画：棟方志功　額：黒田辰秋）

１月１４日（日）まで開催中！

1月27日（土）～6月24日（日）

日本の周りの海には、翼を
広げると２ｍを超えるアホ
ウドリの仲間から、スズメ
ほどの大きさのウミツバメ
の仲間まで、様々な海鳥が
暮らしています。海を旅す
るカンムリウミスズメと一
緒に、海鳥たちに出会う旅
に出かけてみましょう。

シジュウカラは秋から冬にかけて他の種の鳥と一緒に
行動することがあります。どんな鳥が仲間になってい
るのか、一緒に探してみましょう。

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。
時間：13：30～14：15（開場13：15）
会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着５０名）
参加費：無料（入館料別途）

手賀の丘の森や手賀沼湖畔を
歩いて冬鳥を観察します。

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。

211
日

2 4
日

カンムリウミスズメ

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　
電話：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

杉村楚人冠
記念館

第4回楚人冠講座
「楚人冠の紀行文で読む日本のあちこち」

10：00から（30 分前開場）
場所：生涯学習センター「アビスタ」第2学習室
定員：45人（要予約・先着順）
参加費：無料
予約方法：市民図書館アビスタ本館（電話：04-7184-1110）
問：杉村楚人冠記念館04-7182-8578
　　我孫子市民図書館04-7184-1110

杉村楚人冠が残した紀行文を読んで、学芸員がその背景
や現在の様子を解説、昔の日本各地の様子を学びます。

杉村楚人冠記念館テーマ展示
「楚人冠の刀剣鑑賞」

終了後は杉村楚人冠記念館の展示
「楚人冠の刀剣鑑賞」を案内する
ガイドツアーを開催。
予約時に申し込み（先着 20 人、
要入館料）。

3月4日（日）まで

テーマ展示「民藝運動と我孫子」
2月7日（水）～7月1日（日）まで

原田京平を偲び（命日1月16日）、彼の短歌、妻
睦の詩の朗読とピアノのコラボにてお送りします。

柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、武者
小路実篤をはじめとする白樺派文人が交流し
た我孫子。今回は常設テーマ「民藝運動と我
孫子」として芹沢銈介、河井寛次郎、濱田庄
司など文学館所蔵の民藝作品を展示します。

abishirube または abikoinfo

アビシルベ または  @ABISHIRUBE

@abishirube または @ABISHIRUBE 

アビシルベ または abikoinfo 

最新情報はインターネットで！ 
HomePage

YouTube にて動画配信中！
●アビストde Night ★
　毎月多彩なゲストをお迎えして我孫子の
　魅力あふれる情報をお伝えしています。
●我孫子の美味しい処
　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。
●イベント情報
　イベントやお祭りのレポやプロモなど
●うなきちパラダイス
　これを観れば振付けもバッチリ！

1/9（火）12：00～ 1/18（木）12：00
第71回東葛飾地方中学校駅伝競走
大会写真展

1/19（金）18：00～
アビスト de Night☆

1/22（月）16：00～ 1/31（水）15：00
手賀沼写真コンクール作品展示

2/1（木）12:00～ 2/8（木）17:00
我孫子第四小学校6年生展示
「我孫子の良さを伝えよう」

2/9（金）16：00～ 2/15（木）18：00
手賀沼ポスターコンクール作品展示

※2/6（火）は展示入れ替えの為、
　臨時休館となります。

kupu knit studio and café

あびこん「お野菜スイーツのすゝめ」

新年ちびっこ餅つき大会

我孫子市新春マラソン大会

子の神大黒天の節分会

竹内神社の節分祭

ひなまつり記念撮影会
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●は本紙に情報掲載のある場所です

「鳥の博物館」へは
◉我孫子駅から市役所経由のバスで「市役所前」下車、徒歩約 5分
◉土・日は鳥の博物館前経由のバスが運行。 我孫子駅⇄天王台駅「鳥の博物館前」下車

MAPMAP
利根川ゆうゆう公園市民体育館

湖北地区公民館
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所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」
千葉県我孫子市本町 2-2-6　JR 我孫子駅南口徒歩1分 所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」

千葉県我孫子市本町 2-2-6　JR 我孫子駅南口徒歩1分
04-7100-0014

問
申 問

我孫子市教育委員会文化・スポーツ課
04-7185-1604

・ドリンク
　kupu オリジナルブレンドコーヒー500 円
　プレミアムブレンド520 円
　紅茶：コレットの庭 500 円
※ICE はプラス 50 円
※フードをご利用の方はドリンク100 円引き
　（価格は全て税込）

・編み物教室
　毎週　木曜日11：00 ～14：00
　　　　土曜日14：00 ～17：00
　隔週　木曜日・土曜日　男子ニットクラブ（O-MUSUBI）
　　　　　　　　　　　　18：00 ～21：00
　3,000 円＋材料費（持ち込みも可）
　※お茶・お菓子付き
　初心者でも自由に楽しく参加できます。

クプ   ニット スタジオ アンド カフェ

kupu
knit studio and café

「毎日の生活に、ささやかな楽しみを。」がテーマのお店。
クプはハワイ語で「芽」や「芽吹く」という意味。もと
もと作家としてニットブランド「kupu」を展開しているオー
ナーが同名のお店を7年前に天王台にオープンしました。
アンティーク家具や雑貨が並べられた店内で、編み物を
しながら美味しいコーヒーや紅茶、軽食を楽しむことが
できます。もちろん毛糸の販売もあり、デンマーク産の
毛糸「ISAGER（イサガー）」の取り扱いをしています。

エビのカレー（マリネ付き）870 円

ポークサンド（マリネ付き）780 円

「kupu knit studio and café」で “ささやかな楽しみ” を
見つけてみてはいかがですか？

お野菜スイーツのすゝめ
我孫子の野菜を使って作られたあびこん「お野菜スイーツ」。
新聞でも取り上げられ大人気となっています！
12月現在、ブロッコリーのビスケット・ごぼうのスコーン・里芋の
パウンドケーキ・かぼちゃの蒸しパンの 4種類を展開中。
野菜嫌いな子どもでも食べられるように…かつ野菜の美味しさを生
かして作られています。このスイーツをきっかけに野菜嫌いを克服
できるかも？！
旬の野菜を使っているので、いつもおなじ種類が並ぶわけではあり
ません。季節ごとにかわるラインナップをお楽しみください！

※当日大会実施可否について　テレドーム0180-991744（大会前日・当日のみ）
※開催日当日、交通規制が行われます。（全区間 9：30 ～11：30）詳しくは地図をご覧ください。

新年ちびっこ餅つき大会2018

10：00 ～14：00
（直売所は午後 6時まで営業）
※雨天時は 21日（日）に順延
　積雪中止

問 あびこ型「地産地消」推進協議会事務局
04-7128-7770（月・火・木曜日午前９時～午後５時）

所 手賀沼親水広場（水の館南側）
千葉県我孫子市高野山新田193

問 子之神大黒天延寿院 04-7182-2239所千葉県我孫子市寿2-27-10問 竹内神社 080-5435-2314所 千葉県我孫子市布佐 1220

子の神大黒天の節分会
護摩焚き12：00 ～　豆まき13：00 頃～

竹内神社の節分祭
子どもの部17：00 ～　大人の部19：00 ～

1 20
土

第 30回 我孫子市新春マラソン大会
雨天決行
悪天中止

1 28
日

子どもたちに餅つき体験をしてもらいます！ 他にも獅
子舞の演舞や磯辺餅の販売など企画盛り沢山です！
ぜひお越しください！（餅つきに使用した餅は、配布・
販売ともにいたしません。）
お汁粉サービス（餅なし）、子ども似顔絵、バルーンアー
トコーナー、飲食コーナーなどもありますよ。

問 我孫子市新春マラソン実行委員会 04-7187-7110
所 我孫子市立湖北台中学校

毎年恒例の我孫子市新春マラソン大会、今年で30 回目を迎えます！
今年も、１６年連続箱根駅伝出場の中央学院大学駅伝部が参加します。
参加ランナーの迫力のある走りを間近で応援しよう！
※ランナーの登録は締め切っています。（エントリー数２,２９９名）
観戦ポイント： ・スタート、ゴール付近及び湖北台中央公園周辺
 ・水の館、鳥の博物館付近（１０km折り返し地点）
種目： ファミリーの部（１.５km） ９：５０スタート
 小学生の部（１.５km） ９：５５スタート
 中学生の部（３km） １０：１０スタート
 一般の部（５km） １０：２０スタート
 一般の部（１０km） １０：００スタート

我孫子の節分

春を迎える大切な節目「立春」

の前日に厄払いをしましょう！

まかれた餅に入ったくじで、地元のお米や日本酒などが当たります。
鳥居の前にたたずむ子連れ唐獅子は近隣には珍しく、子宝や子孫
繁栄の御神徳があるといわれています。

本尊の子之神は。特に腰下の疾患にご利益があるとされ、境内
には「金（かね）のわらじ」が奉納されています。いつまでも
健脚でいたいあなたにピッタリ！

2 3
土

2 18
日

撮影スケジュール ①10：00 ～ ②10：40 ～ ③11：20 ～ ④12：00 ～
対象・定員：3～12 歳のお子様（保護者同伴）先着28 組（要申込）
※申し込みは 2/1（木）よりお受けいたします。

第 71回東葛飾地方中学校
駅伝競走大会
写真展

我孫子は今
、駅伝が熱

い！

1月 9日（火）12：00
  ～1月18日（木）12：00まで

2017年開催の東葛飾地方中学校駅伝競走大会では
我孫子市内の中学校が上位に入賞しています。また、
全国大会でも大きな活躍がありました。
我孫子市内だけでなく、駅伝を頑張る中学生の激
走を切り取った写真展を開催します！
みなさま是非ご覧ください。

ひなまつり記念撮影会のご案内

お内裏様と・お雛様の衣装を
着て「手賀沼のうなきちさん」「あ
びかちゃん」と一緒に写真を撮
りませんか？
参加者全員に「手賀沼のうなき
ちさん缶バッジ」をプレゼント！

頂いた個人情報は、識別確認の目的以外には一切使用いたしません。

問 04-7182-5510 HP http://kupu.jp
営 休11：00 ～18：00

所 千葉県我孫子市天王台 6-17-101
（JR常磐線天王台駅南口より徒歩7分）

問 04-7168-0821所 あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市高野山新田193 手賀沼親水広場 水の館1F

水曜・日曜・祝日
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●は本紙に情報掲載のある場所です

「鳥の博物館」へは
◉我孫子駅から市役所経由のバスで「市役所前」下車、徒歩約 5分
◉土・日は鳥の博物館前経由のバスが運行。 我孫子駅⇄天王台駅「鳥の博物館前」下車

MAPMAP
利根川ゆうゆう公園市民体育館

湖北地区公民館
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所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」
千葉県我孫子市本町 2-2-6　JR 我孫子駅南口徒歩1分 所 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」

千葉県我孫子市本町 2-2-6　JR 我孫子駅南口徒歩1分
04-7100-0014

問
申 問

我孫子市教育委員会文化・スポーツ課
04-7185-1604

・ドリンク
　kupu オリジナルブレンドコーヒー500 円
　プレミアムブレンド520 円
　紅茶：コレットの庭 500 円
※ICE はプラス 50 円
※フードをご利用の方はドリンク100 円引き
　（価格は全て税込）

・編み物教室
　毎週　木曜日11：00 ～14：00
　　　　土曜日14：00 ～17：00
　隔週　木曜日・土曜日　男子ニットクラブ（O-MUSUBI）
　　　　　　　　　　　　18：00 ～21：00
　3,000 円＋材料費（持ち込みも可）
　※お茶・お菓子付き
　初心者でも自由に楽しく参加できます。

クプ   ニット スタジオ アンド カフェ

kupu
knit studio and café

「毎日の生活に、ささやかな楽しみを。」がテーマのお店。
クプはハワイ語で「芽」や「芽吹く」という意味。もと
もと作家としてニットブランド「kupu」を展開しているオー
ナーが同名のお店を7年前に天王台にオープンしました。
アンティーク家具や雑貨が並べられた店内で、編み物を
しながら美味しいコーヒーや紅茶、軽食を楽しむことが
できます。もちろん毛糸の販売もあり、デンマーク産の
毛糸「ISAGER（イサガー）」の取り扱いをしています。

エビのカレー（マリネ付き）870 円

ポークサンド（マリネ付き）780 円

「kupu knit studio and café」で “ささやかな楽しみ” を
見つけてみてはいかがですか？

お野菜スイーツのすゝめ
我孫子の野菜を使って作られたあびこん「お野菜スイーツ」。
新聞でも取り上げられ大人気となっています！
12月現在、ブロッコリーのビスケット・ごぼうのスコーン・里芋の
パウンドケーキ・かぼちゃの蒸しパンの 4種類を展開中。
野菜嫌いな子どもでも食べられるように…かつ野菜の美味しさを生
かして作られています。このスイーツをきっかけに野菜嫌いを克服
できるかも？！
旬の野菜を使っているので、いつもおなじ種類が並ぶわけではあり
ません。季節ごとにかわるラインナップをお楽しみください！

※当日大会実施可否について　テレドーム0180-991744（大会前日・当日のみ）
※開催日当日、交通規制が行われます。（全区間 9：30 ～11：30）詳しくは地図をご覧ください。

新年ちびっこ餅つき大会2018

10：00 ～14：00
（直売所は午後 6時まで営業）
※雨天時は 21日（日）に順延
　積雪中止

問 あびこ型「地産地消」推進協議会事務局
04-7128-7770（月・火・木曜日午前９時～午後５時）

所 手賀沼親水広場（水の館南側）
千葉県我孫子市高野山新田193

問 子之神大黒天延寿院 04-7182-2239所千葉県我孫子市寿2-27-10問 竹内神社 080-5435-2314所 千葉県我孫子市布佐 1220

子の神大黒天の節分会
護摩焚き12：00 ～　豆まき13：00 頃～

竹内神社の節分祭
子どもの部17：00 ～　大人の部19：00 ～

1 20
土

第 30回 我孫子市新春マラソン大会
雨天決行
悪天中止

1 28
日

子どもたちに餅つき体験をしてもらいます！ 他にも獅
子舞の演舞や磯辺餅の販売など企画盛り沢山です！
ぜひお越しください！（餅つきに使用した餅は、配布・
販売ともにいたしません。）
お汁粉サービス（餅なし）、子ども似顔絵、バルーンアー
トコーナー、飲食コーナーなどもありますよ。

問 我孫子市新春マラソン実行委員会 04-7187-7110
所 我孫子市立湖北台中学校

毎年恒例の我孫子市新春マラソン大会、今年で30 回目を迎えます！
今年も、１６年連続箱根駅伝出場の中央学院大学駅伝部が参加します。
参加ランナーの迫力のある走りを間近で応援しよう！
※ランナーの登録は締め切っています。（エントリー数２,２９９名）
観戦ポイント： ・スタート、ゴール付近及び湖北台中央公園周辺
 ・水の館、鳥の博物館付近（１０km折り返し地点）
種目： ファミリーの部（１.５km） ９：５０スタート
 小学生の部（１.５km） ９：５５スタート
 中学生の部（３km） １０：１０スタート
 一般の部（５km） １０：２０スタート
 一般の部（１０km） １０：００スタート

我孫子の節分

春を迎える大切な節目「立春」

の前日に厄払いをしましょう！

まかれた餅に入ったくじで、地元のお米や日本酒などが当たります。
鳥居の前にたたずむ子連れ唐獅子は近隣には珍しく、子宝や子孫
繁栄の御神徳があるといわれています。

本尊の子之神は。特に腰下の疾患にご利益があるとされ、境内
には「金（かね）のわらじ」が奉納されています。いつまでも
健脚でいたいあなたにピッタリ！

2 3
土

2 18
日

撮影スケジュール ①10：00 ～ ②10：40 ～ ③11：20 ～ ④12：00 ～
対象・定員：3～12 歳のお子様（保護者同伴）先着28 組（要申込）
※申し込みは 2/1（木）よりお受けいたします。

第 71回東葛飾地方中学校
駅伝競走大会
写真展

我孫子は今
、駅伝が熱

い！

1月 9日（火）12：00
  ～1月18日（木）12：00まで

2017年開催の東葛飾地方中学校駅伝競走大会では
我孫子市内の中学校が上位に入賞しています。また、
全国大会でも大きな活躍がありました。
我孫子市内だけでなく、駅伝を頑張る中学生の激
走を切り取った写真展を開催します！
みなさま是非ご覧ください。

ひなまつり記念撮影会のご案内

お内裏様と・お雛様の衣装を
着て「手賀沼のうなきちさん」「あ
びかちゃん」と一緒に写真を撮
りませんか？
参加者全員に「手賀沼のうなき
ちさん缶バッジ」をプレゼント！

頂いた個人情報は、識別確認の目的以外には一切使用いたしません。

問 04-7182-5510 HP http://kupu.jp
営 休11：00 ～18：00

所 千葉県我孫子市天王台 6-17-101
（JR常磐線天王台駅南口より徒歩7分）

問 04-7168-0821所 あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市高野山新田193 手賀沼親水広場 水の館1F

水曜・日曜・祝日
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開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00開館時間／9:00～18:00    金・土は～19:00
休   館   日／12月31日のみ休   館   日／12月31日のみ

〒270-1151
      千葉県我孫子市本町2丁目2番6号  
TEL 04-7100-0014  FAX 04-7108-0014
www.abikoinfo.jp アビシルベ

我孫子駅

アビイクオーレ
イトーヨーカドー
我孫子南口店

国道 356 号

南口

・ ・
・ ・

けやきプラザ
アビシルベアビシルベ

アビシルベ月間予定

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

Go to next page

LIVE !

鳥の博物館

＊3 館共通券：一般 600 円、高校・大学生400 円（３館とは、鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館のことです。）

14：00～15：00

白樺サロンのひととき

～京平を偲ぶ～
白樺サロンのひととき

～京平を偲ぶ～

・kupu knit studio and café（クプ ニットスタジオアンドカフェ）
・あびこ農産物直売所あびこん「お野菜スイーツのすゝめ」
・新年ちびっこ餅つき大会
・我孫子市新春マラソン大会
・我孫子の節分「子の神大黒天の節分会」「竹内神社の節分祭」
・第71回東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
・ひなまつり記念撮影会のご案内
・我孫子市3館イベント情報

・kupu knit studio and café（クプ ニットスタジオアンドカフェ）
・あびこ農産物直売所あびこん「お野菜スイーツのすゝめ」
・新年ちびっこ餅つき大会
・我孫子市新春マラソン大会
・我孫子の節分「子の神大黒天の節分会」「竹内神社の節分祭」
・第71回東葛飾地方中学校駅伝競走大会写真展
・ひなまつり記念撮影会のご案内
・我孫子市3館イベント情報

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　電話：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

白樺文学館

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　電話：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

てがたん企画展
1 13
土

1 14
日

1 13
土

テーマトーク

あびこ自然観察隊「オーイ！冬鳥くん」

第７９回企画展「第13回友の会展」

第８０回企画展
「日本の海鳥～カンムリウミスズメと行く海の旅～」

場所：２階 企画展示室

「鳥の標本ってどんなもの？
　はくせい標本の作り方」
講師：岩見恭子さん（山階鳥類研究所 自然誌研究室研究員）

10：00～12：00（雨天中止）
集合場所：鳥の博物館玄関
参加費：高校生以上１００円
　　　　（保険料として）
申込：不要

場所：白樺文学館1階ピアノサロン　定員：20名（先着）
参加費：無料（ただし入館料がかかります） 原田京平（我孫子時代）

―みーつけた！ ツバメの巣―
「もっと知りたいカモのこと」

210
土
「シジュウカラと愉快な仲間たち」

9：00～12：00（雨天中止）
集合時間・場所：９時、手賀の丘少年自然の家
参加費：１００円（保険料として）
定員：先着５０名（小学生以下は保護者同伴）
当日の持ち物：筆記用具、防寒の服、あれば双眼鏡（貸出もいたします）
問い合わせ・申込：手賀の丘少年自然の家（04-7191-1923）

楚人冠が刀剣鑑賞を趣味としていたことにちなみ、
刀剣の初歩の知識を学びながら、楚人冠旧蔵の
短刀二本を鑑賞する展示です。

「柳、濱田、リーチ、河井、棟方署名色紙」
（画：棟方志功　額：黒田辰秋）

１月１４日（日）まで開催中！

1月27日（土）～6月24日（日）

日本の周りの海には、翼を
広げると２ｍを超えるアホ
ウドリの仲間から、スズメ
ほどの大きさのウミツバメ
の仲間まで、様々な海鳥が
暮らしています。海を旅す
るカンムリウミスズメと一
緒に、海鳥たちに出会う旅
に出かけてみましょう。

シジュウカラは秋から冬にかけて他の種の鳥と一緒に
行動することがあります。どんな鳥が仲間になってい
るのか、一緒に探してみましょう。

山階鳥類研究所員（鳥類研究者）による講演会です。
時間：13：30～14：15（開場13：15）
会場：鳥の博物館２階 多目的ホール
申込：不要（当日先着５０名）
参加費：無料（入館料別途）

手賀の丘の森や手賀沼湖畔を
歩いて冬鳥を観察します。

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。

211
日

2 4
日

カンムリウミスズメ

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　
電話：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

杉村楚人冠
記念館

第4回楚人冠講座
「楚人冠の紀行文で読む日本のあちこち」

10：00から（30 分前開場）
場所：生涯学習センター「アビスタ」第2学習室
定員：45人（要予約・先着順）
参加費：無料
予約方法：市民図書館アビスタ本館（電話：04-7184-1110）
問：杉村楚人冠記念館04-7182-8578
　　我孫子市民図書館04-7184-1110

杉村楚人冠が残した紀行文を読んで、学芸員がその背景
や現在の様子を解説、昔の日本各地の様子を学びます。

杉村楚人冠記念館テーマ展示
「楚人冠の刀剣鑑賞」

終了後は杉村楚人冠記念館の展示
「楚人冠の刀剣鑑賞」を案内する
ガイドツアーを開催。
予約時に申し込み（先着 20 人、
要入館料）。

3月4日（日）まで

テーマ展示「民藝運動と我孫子」
2月7日（水）～7月1日（日）まで

原田京平を偲び（命日1月16日）、彼の短歌、妻
睦の詩の朗読とピアノのコラボにてお送りします。

柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、武者
小路実篤をはじめとする白樺派文人が交流し
た我孫子。今回は常設テーマ「民藝運動と我
孫子」として芹沢銈介、河井寛次郎、濱田庄
司など文学館所蔵の民藝作品を展示します。

abishirube または abikoinfo

アビシルベ または  @ABISHIRUBE

@abishirube または @ABISHIRUBE 

アビシルベ または abikoinfo 

最新情報はインターネットで！ 
HomePage

YouTube にて動画配信中！
●アビストde Night ★
　毎月多彩なゲストをお迎えして我孫子の
　魅力あふれる情報をお伝えしています。
●我孫子の美味しい処
　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。
●イベント情報
　イベントやお祭りのレポやプロモなど
●うなきちパラダイス
　これを観れば振付けもバッチリ！

1/9（火）12：00～ 1/18（木）12：00
第71回東葛飾地方中学校駅伝競走
大会写真展

1/19（金）18：00～
アビスト de Night☆

1/22（月）16：00～ 1/31（水）15：00
手賀沼写真コンクール作品展示

2/1（木）12:00～ 2/8（木）17:00
我孫子第四小学校6年生展示
「我孫子の良さを伝えよう」

2/9（金）16：00～ 2/15（木）18：00
手賀沼ポスターコンクール作品展示

※2/6（火）は展示入れ替えの為、
　臨時休館となります。

kupu knit studio and café

あびこん「お野菜スイーツのすゝめ」

新年ちびっこ餅つき大会

我孫子市新春マラソン大会

子の神大黒天の節分会

竹内神社の節分祭

ひなまつり記念撮影会




