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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

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）

今月の色
【柘榴石 -ガーネット-】

柘榴というだけあり、一般的に赤い

色が特徴ですが実は青や緑、オレン

ジなど多彩なカラーが存在します。

古来より「勝利の石」とされ、お守

りとして身に着けられていました。

令和３年、新型コロナウイルス感染

症をはじめ様々な困難に「勝利」す

る願いを込めて‥‥

● 我孫子駅前、老舗の名店を楽しむ
　　（コ・ビアン/中華料理 喜楽 /三谷屋）

● 我孫子市市制施行５０周年記念事業「第４０回郷土芸能祭」
● 手賀沼写真コンクール入選作品展示
● 令和2年度「手賀沼の水環境保全に関するポスターコンクール」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入賞作品展示
● 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

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」配信中！ 
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。

開館時間／
9：00～18：00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

開館時間／
9:00～18:00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

〒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 情

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
我孫子インフォメーションセンター
（アビシルベ）
我孫子インフォメーションセンター
（アビシルベ）

最新情報はインターネットで！ 

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

アビシルベ月間予定 アビシルベ 
または@ABISHIRUBE

@abishirube
 または@ABISHIRUBE 

abikoinformationcenter

アビストde Night ★
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。

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！

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

Google Play App Store

好評 配信中！

1／15（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆

1／18（月）13:00 ～ 1／29（金）12:00
手賀沼写真コンクール入選作品展示

1／30（土） ～ 2／5（金）12:00
令和2年度「手賀沼の水環境保全に関する
ポスターコンクール」入賞作品展示

2／6（土）～ 2／18（木）12:00
ジャパンバードフェスティバル
「翼ウォール」展示

LIVE !

『白樺』創刊110 年記念
我孫子市市制施行 50周年記念

原田京平「ハケの道と手賀沼」

志賀直哉たち白樺派が去った後の我孫
子は、原田京平を中心とする春陽会の
若手画家たちが風景を描く時代を迎え
ます。「我孫子・白樺派」を継ぐ者原田
京平の我孫子の風景画を中心に、大正
から昭和30年代までの我孫子の風景画
を紹介する展覧会です。

コ・ビアン 中華料理 喜楽

三谷屋 手賀沼写真コンクール入賞作品

本誌で掲載の情報は12月28日現在のものです。
新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよ
うお願いいたします。
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。

鳥の博物館

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　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

テーマトーク

時間：13:30 ～14:15　参加費：無料　申込不要

1 16
土

2 13
土

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。
　

鳥の博物館友の会には、

デジカメ同好会・鳥絵同

好会・みて歩こう会・万

葉同好会の各同好会があ

り、活発に活動していま

す。この 1 年の活動の成

果を「日本の四季を彩る

鳥たち」をテーマに展示

します。

講師：尾崎清明さん（山階鳥類研究所副所長）
「沖縄のアジサシ類の渡りの謎」

てがたん 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。

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）
定員：10 名
電話申し込み：04-7185-2212

「てがたん樹木検定　冬編」

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中止の可能性もありますので、
　事前に鳥の博物館のウェブページで確認してください。

実施方法：新型コロナ感染症対策のため、オンラインで実施しています。
　　　　　参加方法は博物館ウェブページに掲載します。

第87回企画展
「友の会展－日本の四季を彩る鳥たち -」

2月13日（土）～3 月14日（日）

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

杉村楚人冠記念館

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：04-7187-1131
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（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

1月13日（水）～3 月7日（日）

テーマ展示

宗教学者姉崎正治がブリュッセルから送った絵葉書
（杉村家蔵）

政治家から文人、芸術家まで、杉村楚人冠なら
ではの人脈をてがみの展示で紹介します。
戦後政界入りして活躍する石井光次郎の戦時
中のてがみなど、貴重な初公開資料も展示し
ます。

開催中～2月28日（日）

我孫子の風景展「てがみ展  楚人冠の交友関係」
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千葉県我孫子市本町 2-6-15
11:00 ～15:00／17:00 ～20:00（L.O.19:50）
日曜日・第 3月曜日
04-7182-1635

休
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所

問

千葉県我孫子市本町 2-6-24
11:00 ～20:00
水曜日
04-7182-1401

休
営
所

問

問 我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課
 ℡.04-7185-1601

我孫子インフォメーションセンター 
アビシルベ

所

問 我孫子市手賀沼課 ℡.04-7185-1484

我孫子インフォメーションセンター  アビシルベ所

問 我孫子市手賀沼課 ℡.04-7185-1484

我孫子駅前、老舗の名店を楽しむ

コ・ビアン

中華料理 喜楽

三谷屋

1967年創業の地元我孫子で愛され続ける老舗レストラン。
メディアで何度も紹介され、市内外から多くの方が来店す
る超人気店です。
家庭料理からひと手間加えた本格的な洋食までリーズナ
ブルな価格でいただけます。中でも「牛肉の赤ワイン煮
込み」はシェフ自慢の逸品。厳選した素材、手間暇を掛
けて作るこだわりの煮込みは、代々受け継がれている秘
伝のレシピです。
お料理に合わせて選べる飲み物、プリンやパフェなどの
デザートなども充実。気軽にティータイムを楽しむのもオ
ススメです。

1940 年代創業の人気中華料理店。
常連さんやリピーターも多く地元で長く愛されているお店
です。
「子どもからご年配の方まで優しい中華料理を」と心がけ
ている現在の店主は 3代目。
店主手作りの餃子は、にんにくより生姜が多く配合され
ていて女性にもうれしい！
ご飯は全て千葉県産のお米を使用しています。また、麺
類は細麺か中太麺のどちらかを選べます。
夜はアルコールも楽しめるので、店主ご自慢の美味しい
餃子や春巻きと一緒に一杯というのもオススメです。

1897年創業、種類豊富な美味しい蕎麦やうどんがリーズ
ナブルな価格でいただけます。
丼物や定食もあり、中でもカツ丼が大人気！ふわふわ半
熟卵でとじた揚げたてのカツと甘めのたれにご飯が合わ
さってたまらないおいしさです。
ミニ丼物と蕎麦のお得なセットメニューもあり！
おつまみの種類も多いので美味しいお酒と一緒にお楽し
みいただけます。

●  コ・ビアンⅠ

千葉県我孫子市本町 2-6-27
11:00～15:30／17:00～21:30（L.O.21:00）
なし
04-7182-1002

休
営
所

問

●  コ・ビアンⅡ

第４０回

郷土芸能祭

https://www.youtube.com/channel/UCWYSl9LYCCc_PUdWJqt3Z7A/videos

出　演：あびこふるさと会・古戸はやし連中

ゲスト：邦楽集団 かさね

我孫子市に伝わる民俗芸能を発表する「郷土
芸能祭」。
今年はコロナウイルス感染症拡大防止のため、
YouTubeで配信を行っています。
ぜひご自宅で伝統の演目をお楽しみください。
動画は我孫子市の公式 Youtube チャンネルより
ご覧いただけます。

我孫子市市制施行５０周年記念事業

第35回
手賀沼写真コンクール入選作品展示会

令和2年度
手賀沼の水環境保全に関する

ポスターコンクール
入賞作品展示

毎年、手賀沼を題材とした写真を
公募し開催される「手賀沼写真
コンクール」。
今年も応募総数200点の中から最
優秀賞1点、優秀賞3点、入賞 10
点が選ばれました。

1/30（土） ～ 2/5（金）12:00

※雨天・曇天の場合、観望会は中止。
　プラネタリウムで番組鑑賞。
費用100 円（中学生以下無料）
定員先着 25 名
持ち物：防寒具、懐中電灯（赤色灯推奨）

毎年、手賀沼水環境保全協議会では手賀沼の水質保全に
関する理解を深める目的で、手賀沼流域 7 市の小・中学校
から標記ポスターを募集し、コンクールを実施しています。
今年も数々の力作の中から入賞作品を展示します。

今回の入選作品はもちろん、10年前の
入選作品も併せて展示します。
手賀沼の今昔に思いを馳せながらご
覧ください。

テーマ番組「世界の星空」

星空解説「今夜、なにがみえるかな
　　　　　　　　　（2021冬～春）」

テーマ番組「世界の星空」
星座にまつわる話としてはギリシャ神話が有名ですが、星は世
界中の人々に様々な物語を想像させてきました。世界各地に伝
わる星にまつわる話や、その土地で見られる星空などを紹介し
ていきます。

冬は明るい一等星が多く見られる季節です。空気も澄み、冴
え冴えと輝く星々が夜空を彩ります。ベテルギウス・リゲル・
シリウスといった有名な星や、星座の形が分かりやすいオリオ
ン座やふたご座も見ることができます。そんな夜空に輝く星々
を紹介します。

星空解説「今夜、なにがみえるかな
　　　　　　　　　（2021冬～春）」

問

所

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）

水の館 3Fプラネタリウム  
千葉県我孫子市高野山新田193

水の館プラネタリウム イベント情報
1月23日（土）から新番組がスタートします ! 

上映日：土・日・祝日
テーマ番組10:00／13:00／15:00  
星空解説　11:00／14:00／16:00  

各回 約 15 分
定員先着 25 名
費用 100 円（中学生以下無料）
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機にてチケット販売

優秀賞「華やぐ夜空」　井部肇武
優秀賞「秋の夕日に」　山﨑雅信

1/18（月）13:00 ～ 1/29（金）12:00

2 6
土
1/16（土）受付開始 !

「月のない夜空で

 オリオン大星雲と

　すばるをみよう !」

星空たんけん観望会

18:00 ～19:30
（17:30~水の館 3階事務室にて
　　　　　　　　　受付開始）

ギリシャ パルテノン神殿

メキシコ チチェン・イッツァのピラミッド

＜星空の見方を学ぶ講座と星空観望会＞

クリーン手賀沼推進協議会

水の館 1階手賀沼ステーション所
2/6（土） ～ 2/12（金）12:00

動画配信中！
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から標記ポスターを募集し、コンクールを実施しています。
今年も数々の力作の中から入賞作品を展示します。

今回の入選作品はもちろん、10年前の
入選作品も併せて展示します。
手賀沼の今昔に思いを馳せながらご
覧ください。

テーマ番組「世界の星空」

星空解説「今夜、なにがみえるかな
　　　　　　　　　（2021冬～春）」

テーマ番組「世界の星空」
星座にまつわる話としてはギリシャ神話が有名ですが、星は世
界中の人々に様々な物語を想像させてきました。世界各地に伝
わる星にまつわる話や、その土地で見られる星空などを紹介し
ていきます。

冬は明るい一等星が多く見られる季節です。空気も澄み、冴
え冴えと輝く星々が夜空を彩ります。ベテルギウス・リゲル・
シリウスといった有名な星や、星座の形が分かりやすいオリオ
ン座やふたご座も見ることができます。そんな夜空に輝く星々
を紹介します。

星空解説「今夜、なにがみえるかな
　　　　　　　　　（2021冬～春）」

問

所

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）

水の館 3Fプラネタリウム  
千葉県我孫子市高野山新田193

水の館プラネタリウム イベント情報
1月23日（土）から新番組がスタートします ! 

上映日：土・日・祝日
テーマ番組10:00／13:00／15:00  
星空解説　11:00／14:00／16:00  

各回 約 15 分
定員先着 25 名
費用 100 円（中学生以下無料）
上映 1 時間前から 3F 事務室券売機にてチケット販売

優秀賞「華やぐ夜空」　井部肇武
優秀賞「秋の夕日に」　山﨑雅信

1/18（月）13:00 ～ 1/29（金）12:00

2 6
土
1/16（土）受付開始 !

「月のない夜空で

 オリオン大星雲と

　すばるをみよう !」

星空たんけん観望会

18:00 ～19:30
（17:30~水の館 3階事務室にて
　　　　　　　　　受付開始）

ギリシャ パルテノン神殿

メキシコ チチェン・イッツァのピラミッド

＜星空の見方を学ぶ講座と星空観望会＞

クリーン手賀沼推進協議会

水の館 1階手賀沼ステーション所
2/6（土） ～ 2/12（金）12:00

動画配信中！
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Vol.94（2021 年 1月 10 日発行）Vol.94（2021 年 1月 10 日発行）

千葉県我孫子市の
情報発信基地

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

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）

今月の色
【柘榴石 -ガーネット-】

柘榴というだけあり、一般的に赤い

色が特徴ですが実は青や緑、オレン

ジなど多彩なカラーが存在します。

古来より「勝利の石」とされ、お守

りとして身に着けられていました。

令和３年、新型コロナウイルス感染

症をはじめ様々な困難に「勝利」す

る願いを込めて‥‥

● 我孫子駅前、老舗の名店を楽しむ
　　（コ・ビアン/中華料理 喜楽 /三谷屋）

● 我孫子市市制施行５０周年記念事業「第４０回郷土芸能祭」
● 手賀沼写真コンクール入選作品展示
● 令和2年度「手賀沼の水環境保全に関するポスターコンクール」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入賞作品展示
● 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

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」配信中！ 
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。

開館時間／
9：00～18：00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

開館時間／
9:00～18:00
休館日／
年末年始（12/29～1/3）

〒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 情

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
我孫子インフォメーションセンター
（アビシルベ）
我孫子インフォメーションセンター
（アビシルベ）

最新情報はインターネットで！ 

abishirube または abikoinfo

YouTube にて動画配信中！

アビシルベ月間予定 アビシルベ 
または@ABISHIRUBE

@abishirube
 または@ABISHIRUBE 

abikoinformationcenter

アビストde Night ★
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。

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！

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

Google Play App Store

好評 配信中！

1／15（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆

1／18（月）13:00 ～ 1／29（金）12:00
手賀沼写真コンクール入選作品展示

1／30（土） ～ 2／5（金）12:00
令和2年度「手賀沼の水環境保全に関する
ポスターコンクール」入賞作品展示

2／6（土）～ 2／18（木）12:00
ジャパンバードフェスティバル
「翼ウォール」展示

LIVE !

『白樺』創刊110 年記念
我孫子市市制施行 50周年記念

原田京平「ハケの道と手賀沼」

志賀直哉たち白樺派が去った後の我孫
子は、原田京平を中心とする春陽会の
若手画家たちが風景を描く時代を迎え
ます。「我孫子・白樺派」を継ぐ者原田
京平の我孫子の風景画を中心に、大正
から昭和30年代までの我孫子の風景画
を紹介する展覧会です。

コ・ビアン 中華料理 喜楽

三谷屋 手賀沼写真コンクール入賞作品

本誌で掲載の情報は12月28日現在のものです。
新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、イベント
などが中止となる可能性がございます。
参加を予定されている方は事前に確認をしていただくよ
うお願いいたします。
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。

鳥の博物館

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　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

テーマトーク

時間：13:30 ～14:15　参加費：無料　申込不要

1 16
土

2 13
土

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。
　

鳥の博物館友の会には、

デジカメ同好会・鳥絵同

好会・みて歩こう会・万

葉同好会の各同好会があ

り、活発に活動していま

す。この 1 年の活動の成

果を「日本の四季を彩る

鳥たち」をテーマに展示

します。

講師：尾崎清明さん（山階鳥類研究所副所長）
「沖縄のアジサシ類の渡りの謎」

てがたん 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。

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）
定員：10 名
電話申し込み：04-7185-2212

「てがたん樹木検定　冬編」

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中止の可能性もありますので、
　事前に鳥の博物館のウェブページで確認してください。

実施方法：新型コロナ感染症対策のため、オンラインで実施しています。
　　　　　参加方法は博物館ウェブページに掲載します。

第87回企画展
「友の会展－日本の四季を彩る鳥たち -」

2月13日（土）～3 月14日（日）

場所：鳥の博物館 ２階 企画展示室

杉村楚人冠記念館

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：04-7187-1131
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（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

1月13日（水）～3 月7日（日）

テーマ展示

宗教学者姉崎正治がブリュッセルから送った絵葉書
（杉村家蔵）

政治家から文人、芸術家まで、杉村楚人冠なら
ではの人脈をてがみの展示で紹介します。
戦後政界入りして活躍する石井光次郎の戦時
中のてがみなど、貴重な初公開資料も展示し
ます。

開催中～2月28日（日）

我孫子の風景展「てがみ展  楚人冠の交友関係」


