
開館時間：9:00 ～16:30（入館は16:00まで）
休館日：月曜（祝日の場合、次の平日）
入館料：一般 300 円／高校・大学生 200 円／
　　　　中学生以下無料
※３館共通券（白樺文学館・鳥の博物館の入館料がセット）
　　　　一般 600 円／高校・大学生 400 円
駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください

開館時間：9:30 ～17:00（入館は16:30まで）
休館日：月曜（祝日の場合、次の平日）
入館料：一般 300 円／高校・大学生 200 円／
　　　　中学生以下無料（団体割引は 20％引き）
※３館共通券（杉村楚人冠記念館・鳥の博物館の入館料がセット）
　　　　一般 600 円／高校・大学生 400 円
駐車場：２台あり 

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」がお届けする月刊情報誌
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我孫子の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

アビシルベ
（手賀沼のうなきちさん）

また、

 会おうな〜

開館時間／9:00～18:00　金・土・休前日は～20:00
〒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

アビシルベ

アビストde Night☆アビストde Night☆

我孫子市内のイベント、旬な情報を
月に一度Ustreamでお届けします
我孫子市内のイベント、旬な情報を
月に一度Ustreamでお届けします

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 公開生放送！

18:00～18:00～

3 20
金

http://www.ustream.tv/channel/abistreamhttp://www.ustream.tv/channel/abistream
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Vol. 24

手賀沼のうなきちさん

〈ひな祭りバージョン〉

我孫子の花スポット紹介

花イベントいろいろ

ア
ビ
シ
ル
ベ

月
間
予
定

「おひなさま飾り」展示 我孫子第一小学校  ふるさと案内パンフレット展

2月22日（日）～3月5日（木） 3月7日（土）～3月31日（火）

大正時代の我孫子へタイムスリップ

白樺文学館 我孫子市緑 2-11-8　℡ 04-7169-8468所 問
杉村楚人冠記念館 我孫子市緑 2-5-5
　　　　　　　　　　  ℡ 04-7182-8578

所 問

特別企画展
「我孫子・白樺派を継ぐ者―原田京平の生涯―」
志賀直哉、柳宗悦、武者小路実篤ら我孫子に住んだ
白樺派が作り出した我孫子の文化空間を引き継ぐ一人
の若き画家がいました。彼の名は原田京平。彼は洋画
家、歌人として我孫子を描き、我孫子を詠みました。
わずか40歳でこの世を去りますが、
この我孫子には 1921（大正 10）
年から 1928（昭和 3）年まで我
孫子別荘地の先駆けである島田久
兵衛別荘、そして志賀直哉邸に暮ら
しました。
本展では、原田京平の生涯にスポッ
トを当て、歴史に埋もれてしまった
芸術家の人生に迫ります。

3月1日（日）～ 5月24日（日） 3月10日（火）～ 5月17日（日）

左／佐藤朝山作「原田京平像」
　　1915（大正4）年
右／「我孫子にて」左から原田京平、
　　麻那（京平長女）、妻 睦

春期企画展
「楚人冠がみたオペラ歌手
 ～三浦環・原信子」

日本オペラ草創期に活躍し、
欧米でも実力を認められた二
人の女性歌手を、杉村楚人
冠に送られた手紙などの展示
を通して紹介します。

右の女性がオペラ歌手原信子
（杉村家蔵）

菜の花まつり

市民観桜会

手賀沼遊歩道
〈写真提供：岡本信夫氏〉

てがのや

程々

ハリオン

欧風酒房 カンティーナ

富桝旅館

春満開！ 花・文学・グルメを満喫春満開！ 花・文学・グルメを満喫春満開！ 花・文学・グルメを満喫

手賀沼のほとりの
絶品ランチ

※最終日は正午まで。3/20（金）はアビストde Night☆生放送のため、展示はお休みします。

時期により富士山も見える大広間
など、少人数から60名様くらい
までご利用いただけます。

手賀沼を望む高台にある富桝旅館
春には「つつじ」が楽しめます。※ 写真は５人前になります。

『鴨鍋の御膳』　￥3,500（サービス料、税別）
　先付け、お造り、鴨鍋、御飯物、香の物、甘味
4名様以上で要予約（3日前まで）、ランチタイム（11:00～14:30）限定

手賀沼湖畔の宿「富桝旅館」にて『鴨鍋の御膳』がランチ限定メニューとして登場。
肉と脂がコクと甘みを醸し出し、食材そのものの味と食感をお楽しみいただけます。
江戸時代から手賀沼の鰻とともに贈答品として珍重されていた鴨。白樺派の文人たちも食してい
た鴨。食を通して、白樺派の文人に想いを馳せてみませんか。

※鴨料理キャンペーンの詳細はアビシルベＨＰをご覧ください

アビシルベ コラボ企画アビシルベ コラボ企画

美味しい鴨鍋を　
ぜひお召し上がり
ください
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鳥の博物館
山階鳥類研究所

宮ノ森公園

川村学園
女子大学

湖北地区公民館

古利根沼

JR常磐線

JR 成田線

五本松公園

湖北台
中央公園

将門神社

竹内神社

アビシルベ

柏市中央
体育館

●は本紙に情報掲載のある場所です

高野山
桃山公園

我孫子市役所

八坂神社

成
田
→「鳥の博物館」「手賀沼親水広場」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

市民体育館

気象台公園

利根川ゆうゆう公園

旧井上家住宅
布佐市民の森

あびこんアビスタ

志賀直哉邸跡三樹荘跡
天神山緑地

手賀沼自然ふれあい緑
道 手賀沼自然ふれあい緑道

手賀沼遊歩道

旧
村
川
別
荘

天王台
我孫子

白
樺
文
学
館 手賀沼親水広場

　　　（水の館） 手賀沼

手賀沼公園

我孫子
ゴルフ倶楽部

谷津ミュージアム

道の駅
しょうなん

手賀沼フィッシングセンター

北千葉導水
ビジターセンター

葺不合神社
杉
村
楚
人
冠

記
念
館

子
之
神
大
黒
天

けやきプラザ

近隣センター
ふさの風

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市寿2-25-30　TEL 04-7184-0515
（JR 我孫子駅より阪東バス「我孫子高校」下車徒歩2分）
営業時間：ランチ　11:30 ～14:30（LO.14:15）
　　　　　ディナー17:00 ～21:30（LO.21:00）
定休日：月曜日（祝日の場合、次の平日）
駐車場：3台あり
座席：テーブル12 席、カウンター５席、小上がり7名まで

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市若松141-4 木村ビル101
TEL 04-7179-0799　（JR 我孫子駅徒歩15分）
営業時間：ランチ　11:00 ～15:00（LO.14:30）
　　　　　ディナー17:00 ～23:00（LO.22:30）
定休日：無休
駐車場：5台あり
座席：テーブル30 席

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市寿2-25-30
TEL 04-7107-2277
（JR 我孫子駅より阪東バス「我孫子高校」下車徒歩2分）
営業時間：ランチ　11:30～14:30（LO.14:00）
　　　　　ディナー17:00～22:30（LO.22:00）
定休日：月曜日
駐車場：2台あり
座席：テーブル22 席（貸切は１５名～）予約がおすすめ。

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市寿2-25-30
TEL 04-7107-2277
（JR 我孫子駅より阪東バス「我孫子高校」下車徒歩2分）
営業時間：ランチ　11:30～14:30（LO.14:00）
　　　　　ディナー17:00～22:30（LO.22:00）
定休日：月曜日
駐車場：2台あり
座席：テーブル22 席（貸切は１５名～）予約がおすすめ。
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我孫子の花スポット＆イベント
川村学園女子大学 宮ノ森公園 椿の花当てクイズ

敷地内にある約３００本のソメイヨシノが観る人
を癒してくれます。観覧の際は、正門守衛所に
申し出てください。（学校内につき約束事項あり）

川村学園女子大学
我孫子市下ヶ戸1133
℡ 04-7183-0111（平日のみ）

所
ＪＲ成田線布佐駅東口より
徒歩約１０分

所
問

杉村楚人冠記念館
我孫子市緑 2-5-5　℡ 04-7182-8578

所 問

一般公開日：３月下旬より開花次第 9:00 ～17:00

※出来るだけ公共交通機関をご利用ください
天王台駅北口から徒歩20 分または
阪東バス乗車「川村学園女子大学」下車すぐ。

竹内神社につらなる丘陵と、成田線沿いの湿
地を生かした緑がとても豊かな公園です。
サクラの他、３０００本以上にのぼるツツジ類
など様々な木々が植えられ、四季それぞれが
美しく彩られます。

駐車場：１５台あり

3月1日（日）～ 31日（火）9:00～16:00

花当てクイズで椿の魅力を再発見してみませんか。
杉村楚人冠邸園には、楚人冠が各地から集めた
約１００本の椿が残っています。邸園内を散歩し
ながら花の種類を当ててください。正解者にはオ
リジナル一筆箋を、残念賞にはオリジナルハガキ
をプレゼント。

休館日：毎週月曜日（ただし祝日の場合は次の平日）
駐車場：なし

場所：我孫子市根戸新田字船戸
入場料：無料
駐車場：右図参照
（会場まで手賀沼ファーム駐車場から徒歩約9分、あびこんから徒歩約23分）

第１２回市民観桜会

（一社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース
内の見事な桜を楽しめます。
ウグイスとコカリナの音色を聞きながら、フェ
アウエイをゆったりと散策してみませんか？

（一社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース
内の見事な桜を楽しめます。
ウグイスとコカリナの音色を聞きながら、フェ
アウエイをゆったりと散策してみませんか？

3 30
月

3 21
祝・土

3 22
日

3 28
土

3 29
日

※雨天中止

所

【時　間】 10:00～16:00（入場は15:00 まで）
【参加費】 100 円、小学生以下無料（申込不要）
 参加費は保険料などの運営費として、
 「我孫子の景観を育てる会」に納入されます

我孫子ゴルフ倶楽部
13番・16 番ホールとその周辺
問主 我孫子の景観を育てる会
℡090-6034-9149 問主 NPO 法人 手賀沼トラスト  桐石℡090-9853-3862

主 花農場　沼っぺり

※駐車場は五本松運動広場駐車場をご利用ください
※クラブハウス側の正面入口からは入れませんので、
　五本松公園向かい側の特設入口から入場してください
※場内で喫煙、飲食（清涼飲料水を除く）、ペット持ち込み、
　ゴルフなどの球技はできません

菜の花まつり菜の花まつり菜の花まつり　根戸新田の畑に栽培している菜の花が、３月
中旬ごろから見ごろになります。当日は、菜の花
の摘み取り（有料）や野菜の即売会などのイベン
トを実施します。

　根戸新田の畑に栽培している菜の花が、３月
中旬ごろから見ごろになります。当日は、菜の花
の摘み取り（有料）や野菜の即売会などのイベン
トを実施します。

所

問

我孫子市根戸新田
手賀沼ふれあいライン沿い、我孫子駅南口下車徒歩25分
我孫子市農政課℡04-7185-1111内 513

※あびこ農産物直売所あびこんに臨時駐車場あり
　　（会場まであびこんから柏方面へ徒歩約 5分）
※入場無料（ペットを連れての来場はご遠慮ください）

※荒天および育成状況によっては中止

菜の花畑の散策 と 頭の体操
3月19日（木）～ 22日（日）10:00～15:00

※雨天順延
途中の「なぞなぞ問題」で頭を働かせながら、
菜の花畑の散策を楽しみます。

GS
花ハス

根戸城址
手賀沼ファーム
駐車場

冬水田んぼ
あびこん

至 我孫子駅

手 賀 沼
手賀沼公園会場

P
P

アビスタ

桜の季節～手賀沼をぶらり散歩～
手賀沼遊歩道 手賀沼公園

手賀沼公園から手賀沼に沿って、手賀沼フィッシングセン
ター付近までの約 5.3ｋｍにわたり遊歩道が整備されていま
す。遊歩道には、ソメイヨシノ、少し遅れて咲く八重ザク
ラがあり、美しい桜の並木と手賀沼の自然を堪能できる絶
好のスポットです。手賀沼の風を浴びながらのサイクリング
もおすすめ。

場所：JR 我孫子駅南口徒歩１０分
駐車場：50 台あり（利用時間 8:30 ～21:30）
※最初の１時間は無料、その後１時間ごとに100 円

手賀沼と生涯学習センターアビスタが一体感を
持った公園です。子どもたちが緑に囲まれて自
由に遊べる広場には、遊具や広い砂場、ミニ
SL（３月２１日より運行開始、問合せはレンタ
サイクルと共通「シルバー人材センター」まで）
などがあります。

営業日：土曜日、日曜日、祝日
　　　　公立小・中学校の春休み期間（この期間は月曜休業） 
　　　　※雨天時及び冬期休業
営業時間◎３月、１０月、１１月…9：00 ～16：00（貸出は15：00まで）
　　　　◎４月～９月…9：00 ～17：00（貸出は16：00まで）
料　金：おとな 300 円、小学生以下100 円
貸出場所： ①サイクルパーク我孫子南②手賀沼公園③鳥の博物館④道の駅しょうなん⑤柏市中央体育館
　　　　　※返却はどのステーションでも可
問合せ：我孫子市シルバー人材センター 04-7188-2204（平日）、090-4520-3603（営業日）

３月２１日（祝・土）から手賀沼周遊レンタサイクルの営業を再開

「鮪専門店」ならではの美味しさ 贅沢・満腹のパスタに大満足
鮪屋直営だからこそ味わえる、新
鮮で高品質な食材が魅力。鮪を
中心とした丼定食、自家製漬け
魚をつかった焼魚定食、煮付け
等がある。こだわりの生まぐろや
乾物などはお店で購入できるの
で、お土産にもどうぞ。

本格和定食が頂ける小さな名店 地元で愛される本格インドカレー

美味しい和食が食べたいとき、お
すすめの店。一番の人気は、刺身、
天ぷら、焼き魚などが美しく盛り
付けられた『程々定食』。カウン
ターで揚げたての天ぷらや、デザー
ト、コーヒー（ランチのみ）まで
付いて 1,000 円（税抜）。手賀沼
散策の途中にぜひ立ち寄りたい。

近隣に４店舗を構える人気のイン
ド・ネパールレストラン。カレー
の辛さは５段階から、ランチのカ
レーは７種類から選べ、セットは
650 円（税抜）から。子どもから
お年寄りまで幅広い年代に好まれ
る味で、リピーターも多い。テイ
クアウト（ランチ 600 円税抜）
も便利。

鮪切り落とし丼定食￥900（税込）
※ミニデザート付き

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市若松149-5　TEL 04-7157-3130
　　　（JR 我孫子駅徒歩18分）
営業時間：ランチ10:00 ～15:00（LO.14:30）
　　　　　※ただし、食材が無くなり次第終了
　　　　　（販売 9:00 ～18:00）
定休日：水曜日・第３火曜日
駐車場：3台あり
座席：テーブル24 席

旬の素材を贅沢に使ったパスタな
ど、種類豊富なパスタは、大盛
り無料、おかわり自由のスープ付
きで、価格は 550 円から。ラン
チは 10 種類の中からお好みのパ
スタを選べる 1,000 円コースが人
気。これにドルチェとコーヒーが
付く1,380 円コースもおすすめ。

春限定「海老とハマグリのペペロンチーノ」
￥1,400 ※写真はサラダ前菜をセット（＋500 円）
★全て３月からの新メニュー価格、税込で表示
土・日・祝は上記価格
＋120 円

程々定食 ハリオンランチDセット￥900（税抜） ※ナン・ライス食べ放題
（カレー1種、ナンまたはライス、サラダ、チキンティッカ）

（P4掲載）

てがのや

手賀沼遊歩道

欧風酒房
カンティーナ 程々

ハリオン

富桝旅館

若松バス停
白樺文学館

我孫子市役所

我孫子
高校

欧風酒房 カンティーナ
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利根川

東我孫子

↑
取
手

←柏

湖 北

新 木

布
 佐

356

鳥の博物館
山階鳥類研究所

宮ノ森公園

川村学園
女子大学

湖北地区公民館

古利根沼

JR常磐線

JR 成田線

五本松公園

湖北台
中央公園

将門神社

竹内神社

アビシルベ

柏市中央
体育館

●は本紙に情報掲載のある場所です

高野山
桃山公園

我孫子市役所

八坂神社

成
田
→「鳥の博物館」「手賀沼親水広場」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

市民体育館

気象台公園

利根川ゆうゆう公園

旧井上家住宅
布佐市民の森

あびこんアビスタ

志賀直哉邸跡三樹荘跡
天神山緑地

手賀沼自然ふれあい緑
道 手賀沼自然ふれあい緑道

手賀沼遊歩道

旧
村
川
別
荘

天王台
我孫子

白
樺
文
学
館 手賀沼親水広場

　　　（水の館） 手賀沼

手賀沼公園

我孫子
ゴルフ倶楽部

谷津ミュージアム

道の駅
しょうなん

手賀沼フィッシングセンター

北千葉導水
ビジターセンター

葺不合神社
杉
村
楚
人
冠

記
念
館

子
之
神
大
黒
天

けやきプラザ

近隣センター
ふさの風

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市寿2-25-30　TEL 04-7184-0515
（JR 我孫子駅より阪東バス「我孫子高校」下車徒歩2分）
営業時間：ランチ　11:30 ～14:30（LO.14:15）
　　　　　ディナー17:00 ～21:30（LO.21:00）
定休日：月曜日（祝日の場合、次の平日）
駐車場：3台あり
座席：テーブル12 席、カウンター５席、小上がり7名まで

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市若松141-4 木村ビル101
TEL 04-7179-0799　（JR 我孫子駅徒歩15分）
営業時間：ランチ　11:00 ～15:00（LO.14:30）
　　　　　ディナー17:00 ～23:00（LO.22:30）
定休日：無休
駐車場：5台あり
座席：テーブル30 席

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市寿2-25-30
TEL 04-7107-2277
（JR 我孫子駅より阪東バス「我孫子高校」下車徒歩2分）
営業時間：ランチ　11:30～14:30（LO.14:00）
　　　　　ディナー17:00～22:30（LO.22:00）
定休日：月曜日
駐車場：2台あり
座席：テーブル22 席（貸切は１５名～）予約がおすすめ。

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市寿2-25-30
TEL 04-7107-2277
（JR 我孫子駅より阪東バス「我孫子高校」下車徒歩2分）
営業時間：ランチ　11:30～14:30（LO.14:00）
　　　　　ディナー17:00～22:30（LO.22:00）
定休日：月曜日
駐車場：2台あり
座席：テーブル22 席（貸切は１５名～）予約がおすすめ。
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程々 ハリオン

我孫子の花スポット＆イベント
川村学園女子大学 宮ノ森公園 椿の花当てクイズ

敷地内にある約３００本のソメイヨシノが観る人
を癒してくれます。観覧の際は、正門守衛所に
申し出てください。（学校内につき約束事項あり）

川村学園女子大学
我孫子市下ヶ戸1133
℡ 04-7183-0111（平日のみ）

所
ＪＲ成田線布佐駅東口より
徒歩約１０分

所
問

杉村楚人冠記念館
我孫子市緑 2-5-5　℡ 04-7182-8578

所 問

一般公開日：３月下旬より開花次第 9:00 ～17:00

※出来るだけ公共交通機関をご利用ください
天王台駅北口から徒歩20 分または
阪東バス乗車「川村学園女子大学」下車すぐ。

竹内神社につらなる丘陵と、成田線沿いの湿
地を生かした緑がとても豊かな公園です。
サクラの他、３０００本以上にのぼるツツジ類
など様々な木々が植えられ、四季それぞれが
美しく彩られます。

駐車場：１５台あり

3月1日（日）～ 31日（火）9:00～16:00

花当てクイズで椿の魅力を再発見してみませんか。
杉村楚人冠邸園には、楚人冠が各地から集めた
約１００本の椿が残っています。邸園内を散歩し
ながら花の種類を当ててください。正解者にはオ
リジナル一筆箋を、残念賞にはオリジナルハガキ
をプレゼント。

休館日：毎週月曜日（ただし祝日の場合は次の平日）
駐車場：なし

場所：我孫子市根戸新田字船戸
入場料：無料
駐車場：右図参照
（会場まで手賀沼ファーム駐車場から徒歩約9分、あびこんから徒歩約23分）

第１２回市民観桜会

（一社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース
内の見事な桜を楽しめます。
ウグイスとコカリナの音色を聞きながら、フェ
アウエイをゆったりと散策してみませんか？

（一社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース
内の見事な桜を楽しめます。
ウグイスとコカリナの音色を聞きながら、フェ
アウエイをゆったりと散策してみませんか？

3 30
月

3 21
祝・土

3 22
日

3 28
土

3 29
日

※雨天中止

所

【時　間】 10:00～16:00（入場は15:00 まで）
【参加費】 100 円、小学生以下無料（申込不要）
 参加費は保険料などの運営費として、
 「我孫子の景観を育てる会」に納入されます

我孫子ゴルフ倶楽部
13番・16 番ホールとその周辺
問主 我孫子の景観を育てる会
℡090-6034-9149 問主 NPO 法人 手賀沼トラスト  桐石℡090-9853-3862

主 花農場　沼っぺり

※駐車場は五本松運動広場駐車場をご利用ください
※クラブハウス側の正面入口からは入れませんので、
　五本松公園向かい側の特設入口から入場してください
※場内で喫煙、飲食（清涼飲料水を除く）、ペット持ち込み、
　ゴルフなどの球技はできません

菜の花まつり菜の花まつり菜の花まつり　根戸新田の畑に栽培している菜の花が、３月
中旬ごろから見ごろになります。当日は、菜の花
の摘み取り（有料）や野菜の即売会などのイベン
トを実施します。

　根戸新田の畑に栽培している菜の花が、３月
中旬ごろから見ごろになります。当日は、菜の花
の摘み取り（有料）や野菜の即売会などのイベン
トを実施します。

所

問

我孫子市根戸新田
手賀沼ふれあいライン沿い、我孫子駅南口下車徒歩25分
我孫子市農政課℡04-7185-1111内 513

※あびこ農産物直売所あびこんに臨時駐車場あり
　　（会場まであびこんから柏方面へ徒歩約 5分）
※入場無料（ペットを連れての来場はご遠慮ください）

※荒天および育成状況によっては中止

菜の花畑の散策 と 頭の体操
3月19日（木）～ 22日（日）10:00～15:00

※雨天順延
途中の「なぞなぞ問題」で頭を働かせながら、
菜の花畑の散策を楽しみます。

GS
花ハス

根戸城址
手賀沼ファーム
駐車場

冬水田んぼ
あびこん

至 我孫子駅

手 賀 沼
手賀沼公園会場

P
P

アビスタ

桜の季節～手賀沼をぶらり散歩～
手賀沼遊歩道 手賀沼公園

手賀沼公園から手賀沼に沿って、手賀沼フィッシングセン
ター付近までの約 5.3ｋｍにわたり遊歩道が整備されていま
す。遊歩道には、ソメイヨシノ、少し遅れて咲く八重ザク
ラがあり、美しい桜の並木と手賀沼の自然を堪能できる絶
好のスポットです。手賀沼の風を浴びながらのサイクリング
もおすすめ。

場所：JR 我孫子駅南口徒歩１０分
駐車場：50 台あり（利用時間 8:30 ～21:30）
※最初の１時間は無料、その後１時間ごとに100 円

手賀沼と生涯学習センターアビスタが一体感を
持った公園です。子どもたちが緑に囲まれて自
由に遊べる広場には、遊具や広い砂場、ミニ
SL（３月２１日より運行開始、問合せはレンタ
サイクルと共通「シルバー人材センター」まで）
などがあります。

営業日：土曜日、日曜日、祝日
　　　　公立小・中学校の春休み期間（この期間は月曜休業） 
　　　　※雨天時及び冬期休業
営業時間◎３月、１０月、１１月…9：00 ～16：00（貸出は15：00まで）
　　　　◎４月～９月…9：00 ～17：00（貸出は16：00まで）
料　金：おとな 300 円、小学生以下100 円
貸出場所： ①サイクルパーク我孫子南②手賀沼公園③鳥の博物館④道の駅しょうなん⑤柏市中央体育館
　　　　　※返却はどのステーションでも可
問合せ：我孫子市シルバー人材センター 04-7188-2204（平日）、090-4520-3603（営業日）

３月２１日（祝・土）から手賀沼周遊レンタサイクルの営業を再開

「鮪専門店」ならではの美味しさ 贅沢・満腹のパスタに大満足
鮪屋直営だからこそ味わえる、新
鮮で高品質な食材が魅力。鮪を
中心とした丼定食、自家製漬け
魚をつかった焼魚定食、煮付け
等がある。こだわりの生まぐろや
乾物などはお店で購入できるの
で、お土産にもどうぞ。

本格和定食が頂ける小さな名店 地元で愛される本格インドカレー

美味しい和食が食べたいとき、お
すすめの店。一番の人気は、刺身、
天ぷら、焼き魚などが美しく盛り
付けられた『程々定食』。カウン
ターで揚げたての天ぷらや、デザー
ト、コーヒー（ランチのみ）まで
付いて 1,000 円（税抜）。手賀沼
散策の途中にぜひ立ち寄りたい。

近隣に４店舗を構える人気のイン
ド・ネパールレストラン。カレー
の辛さは５段階から、ランチのカ
レーは７種類から選べ、セットは
650 円（税抜）から。子どもから
お年寄りまで幅広い年代に好まれ
る味で、リピーターも多い。テイ
クアウト（ランチ 600 円税抜）
も便利。

鮪切り落とし丼定食￥900（税込）
※ミニデザート付き

☆お店ＤＡＴA
住所：我孫子市若松149-5　TEL 04-7157-3130
　　　（JR 我孫子駅徒歩18分）
営業時間：ランチ10:00 ～15:00（LO.14:30）
　　　　　※ただし、食材が無くなり次第終了
　　　　　（販売 9:00 ～18:00）
定休日：水曜日・第３火曜日
駐車場：3台あり
座席：テーブル24 席

旬の素材を贅沢に使ったパスタな
ど、種類豊富なパスタは、大盛
り無料、おかわり自由のスープ付
きで、価格は 550 円から。ラン
チは 10 種類の中からお好みのパ
スタを選べる 1,000 円コースが人
気。これにドルチェとコーヒーが
付く1,380 円コースもおすすめ。

春限定「海老とハマグリのペペロンチーノ」
￥1,400 ※写真はサラダ前菜をセット（＋500 円）
★全て３月からの新メニュー価格、税込で表示
土・日・祝は上記価格
＋120 円

程々定食 ハリオンランチDセット￥900（税抜） ※ナン・ライス食べ放題
（カレー1種、ナンまたはライス、サラダ、チキンティッカ）

（P4掲載）
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開館時間：9:00 ～16:30（入館は16:00まで）
休館日：月曜（祝日の場合、次の平日）
入館料：一般 300 円／高校・大学生 200 円／
　　　　中学生以下無料
※３館共通券（白樺文学館・鳥の博物館の入館料がセット）
　　　　一般 600 円／高校・大学生 400 円
駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください

開館時間：9:30 ～17:00（入館は16:30まで）
休館日：月曜（祝日の場合、次の平日）
入館料：一般 300 円／高校・大学生 200 円／
　　　　中学生以下無料（団体割引は 20％引き）
※３館共通券（杉村楚人冠記念館・鳥の博物館の入館料がセット）
　　　　一般 600 円／高校・大学生 400 円
駐車場：２台あり 

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」がお届けする月刊情報誌
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アビプレ24号（平成27年2月25日 発行）　　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4

我孫子の情報発信基地
我孫子インフォメーションセンター

アビシルベ
（手賀沼のうなきちさん）

また、

 会おうな〜

開館時間／9:00～18:00　金・土・休前日は～20:00
〒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

アビシルベ

アビストde Night☆アビストde Night☆

我孫子市内のイベント、旬な情報を
月に一度Ustreamでお届けします
我孫子市内のイベント、旬な情報を
月に一度Ustreamでお届けします

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 公開生放送！

18:00～18:00～

3 20
金

http://www.ustream.tv/channel/abistreamhttp://www.ustream.tv/channel/abistream
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手賀沼のうなきちさん

〈ひな祭りバージョン〉

我孫子の花スポット紹介

花イベントいろいろ

ア
ビ
シ
ル
ベ

月
間
予
定

「おひなさま飾り」展示 我孫子第一小学校  ふるさと案内パンフレット展

2月22日（日）～3月5日（木） 3月7日（土）～3月31日（火）

大正時代の我孫子へタイムスリップ

白樺文学館 我孫子市緑 2-11-8　℡ 04-7169-8468所 問
杉村楚人冠記念館 我孫子市緑 2-5-5
　　　　　　　　　　  ℡ 04-7182-8578

所 問

特別企画展
「我孫子・白樺派を継ぐ者―原田京平の生涯―」
志賀直哉、柳宗悦、武者小路実篤ら我孫子に住んだ
白樺派が作り出した我孫子の文化空間を引き継ぐ一人
の若き画家がいました。彼の名は原田京平。彼は洋画
家、歌人として我孫子を描き、我孫子を詠みました。
わずか40歳でこの世を去りますが、
この我孫子には 1921（大正 10）
年から 1928（昭和 3）年まで我
孫子別荘地の先駆けである島田久
兵衛別荘、そして志賀直哉邸に暮ら
しました。
本展では、原田京平の生涯にスポッ
トを当て、歴史に埋もれてしまった
芸術家の人生に迫ります。

3月1日（日）～ 5月24日（日） 3月10日（火）～ 5月17日（日）

左／佐藤朝山作「原田京平像」
　　1915（大正4）年
右／「我孫子にて」左から原田京平、
　　麻那（京平長女）、妻 睦

春期企画展
「楚人冠がみたオペラ歌手
 ～三浦環・原信子」

日本オペラ草創期に活躍し、
欧米でも実力を認められた二
人の女性歌手を、杉村楚人
冠に送られた手紙などの展示
を通して紹介します。

右の女性がオペラ歌手原信子
（杉村家蔵）

菜の花まつり

市民観桜会

手賀沼遊歩道
〈写真提供：岡本信夫氏〉

てがのや

程々

ハリオン

欧風酒房 カンティーナ

富桝旅館

春満開！ 花・文学・グルメを満喫春満開！ 花・文学・グルメを満喫春満開！ 花・文学・グルメを満喫

手賀沼のほとりの
絶品ランチ

※最終日は正午まで。3/20（金）はアビストde Night☆生放送のため、展示はお休みします。

時期により富士山も見える大広間
など、少人数から60名様くらい
までご利用いただけます。

手賀沼を望む高台にある富桝旅館
春には「つつじ」が楽しめます。※ 写真は５人前になります。

『鴨鍋の御膳』　￥3,500（サービス料、税別）
　先付け、お造り、鴨鍋、御飯物、香の物、甘味
4名様以上で要予約（3日前まで）、ランチタイム（11:00～14:30）限定

手賀沼湖畔の宿「富桝旅館」にて『鴨鍋の御膳』がランチ限定メニューとして登場。
肉と脂がコクと甘みを醸し出し、食材そのものの味と食感をお楽しみいただけます。
江戸時代から手賀沼の鰻とともに贈答品として珍重されていた鴨。白樺派の文人たちも食してい
た鴨。食を通して、白樺派の文人に想いを馳せてみませんか。

※鴨料理キャンペーンの詳細はアビシルベＨＰをご覧ください

アビシルベ コラボ企画アビシルベ コラボ企画

美味しい鴨鍋を　
ぜひお召し上がり
ください


