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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
【灰簾石 -タンザナイト-】

見る角度によって色が変化する多色性の

性質をもつ灰簾石。その中でも夕暮れ

から夜に変わる空を連想させる青い色の

ものを「タンザナイト」と呼びます。

空気が澄み空が一層近くなる冬は、星

の観察にぴったりな季節。

青く輝くタンザナイトの様な夜空に、オ

リオン座や冬の大三角形を探してみては

いかがでしょうか。

● お花を飾って年末年始を華やかに迎えよう！
　（花楓・sobana. 素花・庭びより）
● あびこ農産物直売所 あびこん 年末大売り出し・初売り
● 滝前不動 新春竹宵
● 初日の出を見に行こう！
● アビシルベ 新春獅子舞・成人式記念フリーフォトスポット
● 我孫子市3館イベント情報
● 山下清展開催中

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

開催中～2021年1月31日（日）

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！

12／18（金）18:00～
アビスト de Night☆
12／20（日）～ 28（月）16:00まで
第20回懐かしの映画ポスター展
「星になったスター達」
12／29（火）～ 1／3（日）
アビシルベ休館
1／9（土）10:00～
新春獅子舞
1／10（日）9:30～
成人式記念フリーフォトスポット

開催中～12／16（水）
我孫子東高校 つまようじアート展

LIVE !

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

開催中～2021年2月28日（日）
『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。

鳥の博物館開館30周年特別展示

「日本の鳥」

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：04-7182-8578　
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

開催中～2021年1月11日（月祝）

「随筆に書かれた我孫子のむかし」
杉村楚人冠が我孫子を題材に書いた随筆には、
そこここに我孫子のむかしの様子が書きとめら
れています。
楚人冠の随筆と、手賀沼や我孫子の田畑で使わ
れていた民具、我孫子の職人の作品を組み合わ
せ、大正・昭和の頃の我孫子に思いをはせること

ができる展示
です。

手賀沼沿いの水田に立つ楚人冠（杉村家蔵）

sobana. 素花
庭びより

花楓

我孫子の風景展

問  我孫子市生涯学習課 Tel. 04-7182-0511

所  生涯学習センター アビスタ2階
　   千葉県我孫子市若松 26-4

我孫子市市制施行 50 周年記念事業

山下清展開催中～12月20日（日）
10:00 ～ 16:30（入場は 16:00まで）

※会期中、アビスタは 8:30 ～ 17:00まで、
　市民図書館は 9:30 ～ 17:00まで開館
　山下清展は無休

我孫子市に所縁のある画家、山下清。
我孫子市市制施行50周年を記念し、
山下清作品管理事務所協力のもと
「山下清展」を開催します。
この機会に貴重な作品の数々をご覧ください。

入場料：未就学児  無料 / 小・中・高生 300円 / 一般（満18歳以上） 700円
　　　　障害者手帳をお持ちの 高校生以下  無料 / 一般（満18歳以上）300円 
　　　　　　　　　　　　　　 介助者（1名） 無料

※中・高生は学生証の提示をお願いします。
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、入場を制限する場合があります。
※40 人以上の団体は、事前にご連絡ください。

我孫子市市制施行 50周年
我孫子を知る1年企画

本誌で掲載の情報は12月１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。

※我孫子市 3館は12/28（月）～1/4（月）の間休館となります。

鳥の博物館では開館以来、日本産鳥類全種の剥
製標本の収集を進めており、現在までにその 6
割ほどにあたる385 種の標本を収蔵しています。
日本の鳥コーナーでは、これらの標本をできるだ

け多く展示
し、地域や環
境、季節によ
っても異なる
日本の鳥の
多様性をご
紹介します。
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千葉県我孫子市我孫子 4-20-38
9:00 ～19:00（日祝は18:00まで）
木曜日
04-7186-2909

休
営
所

問

お花を飾って年末年始を華やかに迎えよう！
家で過ごすことが多くなりそうな今年の年末年始。部屋にお花やグリーンを飾ることで気分を変えてみませんか？
素敵なお花が揃う花屋さんをご紹介します。

花楓

千葉県我孫子市南新木 3-11-2シャトー陽光101
10:00 ～19:00（日曜は18:00まで）
火曜日・水曜日（変更の場合あり）
04-7197-6676

休
営
所

問

sobana. 素花

千葉県我孫子市湖北台 4-6-18
10 ～ 5月 11:00 ～17:00
  6 ～ 9月 11:00 ～18:00
火曜日・水曜日
04-7115-6990

休

営
所

問

庭びより

住宅街にあるおしゃれなフラワーショップ。
バラエティに富んだ生花が並び、店内はとても華やか。人気の生花アレンジギフトは多種多様な
花をとりまぜ、色彩で調和をはかるスタイルで、希望の色やデザイン、予算を伝えて好みのアレ
ンジを注文できます。
ギフトのほか、鉢植えのお花、季節の寄せ植えなども充実の品揃え。お花に関する相談にも対
応してくれます。
近隣地域（我孫子駅周辺～天王台、台田、北柏駅周辺）はお買い上げ 3,000 円以上で配達も行っ
ています。

昨年南新木にオープンした生花店。
店名「sobana. 素花」は、花の個性やありのままの美しさ、季節感を大切にしたいという
願いから名付けられたとのこと。店内には鮮度の良い旬のお花・ドライフラワー・雑貨な
どが並んでいます。
存在感のある大きめのアレンジやコンパクトなミニブーケも品がよくおしゃれ。
家庭で気軽に飾れるように切り花１本から販売しています。大切な人への贈り物や自分へ
のご褒美にぴったりです。

花好きが喜ぶ少し変わった植物を揃えた小さな花屋。ポット苗や鉢植えなどを取り扱っています。
よく咲き、長持ちする質の良い苗を仕入れるのが店主のこだわり。購入の際に育て方を丁寧に教
えてくれます。
「寄せ植えを作りたくて始めたお店」という店主が手がける寄せ植えは、可愛らしく華やか。セン
スが光ります。
花を植えるための鉢やガラスのフラワーポットなどの取り扱いも有。
寄せ植えやハンギングバスケットの教室も開催しています。

※写真は過去に撮影したものです。時期によって取り扱うお花は変わります。

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

所

問

「年末大売り出し・初売り」「年末大売り出し・初売り」

12/28（月）・29（火）・30（水）

初売り

年末大売り出し

初売り

年末大売り出し

1/5（火）・6日（水）

Tel.04-7168-0821

滝前不動  千葉県我孫子市岡発戸1271所

主催 問 NPO 住み良いまちづくり研究所 Tel.090-6503-2084（米澤さん）

果物などがお安く買えるほか、のし餅の販売も行います！
年越しと新年を迎える準備にお役立てください。

令和 3 年の営業は1/5から！
新しい年の買い物はあびこんで！

※詳しい内容に関しては「あびこ農産物直売所 あびこん」のホームページで
　決まり次第お知らせしていきます。
　また、開催内容が大きく変更になる可能性があります。予めご了承ください。

初日の出を見に行こう！初日の出を見に行こう！

・手賀大橋（千葉県県道８号線我孫子若松交差点付近）
・手賀沼遊歩道（千葉県我孫子市高野山新田手賀沼沿い）
・五本松公園（千葉絵県我孫子市岡発戸字明門作 1408）
・高野山桃山公園（千葉県我孫子市高野山 454-3）

滝前不動 新春竹宵
点灯期間：12/19（土）～1/11（月）

16:30 ～22:00

滝前不動を竹灯篭が美しく
彩ります。
12/19 は点灯式を開催！
合唱や歌舞伎舞踊、バンド、
琴の演奏をお楽しみいただ
けます。
（16:00 ～18:00 荒天中止）
点灯期間中にスタンプラリー
も開催！
ぜひ、暖かい服装でお越し
ください。

※必ずマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保ちながら初日の出をお楽しみください。

冬鳥が飛来中の手賀沼では、オナガガモやキンクロハジロ、ハクチョウ
などが見られます。鳥と一緒に初日の出の撮影ができるかもしれません。

我孫子インフォメーションセンター アビシルベ Tel.04-7100-0014

アビシルベ 新春獅子舞・成人式フリーフォトスポット

1 9
土

成人式記念
フリーフォトスポット
ご用意します！

成人式記念
フリーフォトスポット

1 10
日

問

9:30 ～新春ふるまい新春獅子舞
アビシルベに獅子舞がやってくる！
おめでたい獅子舞を鑑賞して新しい年をお祝いしよう！
※甘酒・どら焼きのふるまいはありません。

10:00 ～

アビシルベに金屏風を設置し、フリーフォトスポットとして開放します。
成人の記念に、友達やご家族と特別な一枚を撮影してください。（無料）

※写真撮影時以外はマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保ちながらの
　撮影をお願いいたします。

手賀沼のうなき
ちさんは

外出自粛中のた
め、

会場にはやって
きません。
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などが見られます。鳥と一緒に初日の出の撮影ができるかもしれません。

我孫子インフォメーションセンター アビシルベ Tel.04-7100-0014

アビシルベ 新春獅子舞・成人式フリーフォトスポット

1 9
土

成人式記念
フリーフォトスポット
ご用意します！

成人式記念
フリーフォトスポット

1 10
日

問

9:30 ～新春ふるまい新春獅子舞
アビシルベに獅子舞がやってくる！
おめでたい獅子舞を鑑賞して新しい年をお祝いしよう！
※甘酒・どら焼きのふるまいはありません。

10:00 ～

アビシルベに金屏風を設置し、フリーフォトスポットとして開放します。
成人の記念に、友達やご家族と特別な一枚を撮影してください。（無料）

※写真撮影時以外はマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保ちながらの
　撮影をお願いいたします。

手賀沼のうなき
ちさんは

外出自粛中のた
め、

会場にはやって
きません。
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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
【灰簾石 -タンザナイト-】

見る角度によって色が変化する多色性の

性質をもつ灰簾石。その中でも夕暮れ

から夜に変わる空を連想させる青い色の

ものを「タンザナイト」と呼びます。

空気が澄み空が一層近くなる冬は、星

の観察にぴったりな季節。

青く輝くタンザナイトの様な夜空に、オ

リオン座や冬の大三角形を探してみては

いかがでしょうか。

● お花を飾って年末年始を華やかに迎えよう！
　（花楓・sobana. 素花・庭びより）
● あびこ農産物直売所 あびこん 年末大売り出し・初売り
● 滝前不動 新春竹宵
● 初日の出を見に行こう！
● アビシルベ 新春獅子舞・成人式記念フリーフォトスポット
● 我孫子市3館イベント情報
● 山下清展開催中

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

開催中～2021年1月31日（日）

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！

12／18（金）18:00～
アビスト de Night☆
12／20（日）～ 28（月）16:00まで
第20回懐かしの映画ポスター展
「星になったスター達」
12／29（火）～ 1／3（日）
アビシルベ休館
1／9（土）10:00～
新春獅子舞
1／10（日）9:30～
成人式記念フリーフォトスポット

開催中～12／16（水）
我孫子東高校 つまようじアート展

LIVE !

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

開催中～2021年2月28日（日）
『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。

鳥の博物館開館30周年特別展示

「日本の鳥」

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：04-7182-8578　
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

開催中～2021年1月11日（月祝）

「随筆に書かれた我孫子のむかし」
杉村楚人冠が我孫子を題材に書いた随筆には、
そこここに我孫子のむかしの様子が書きとめら
れています。
楚人冠の随筆と、手賀沼や我孫子の田畑で使わ
れていた民具、我孫子の職人の作品を組み合わ
せ、大正・昭和の頃の我孫子に思いをはせること

ができる展示
です。

手賀沼沿いの水田に立つ楚人冠（杉村家蔵）

sobana. 素花
庭びより

花楓

我孫子の風景展

問  我孫子市生涯学習課 Tel. 04-7182-0511

所  生涯学習センター アビスタ2階
　   千葉県我孫子市若松 26-4

我孫子市市制施行 50 周年記念事業

山下清展開催中～12月20日（日）
10:00 ～ 16:30（入場は 16:00まで）

※会期中、アビスタは 8:30 ～ 17:00まで、
　市民図書館は 9:30 ～ 17:00まで開館
　山下清展は無休

我孫子市に所縁のある画家、山下清。
我孫子市市制施行50周年を記念し、
山下清作品管理事務所協力のもと
「山下清展」を開催します。
この機会に貴重な作品の数々をご覧ください。

入場料：未就学児  無料 / 小・中・高生 300円 / 一般（満18歳以上） 700円
　　　　障害者手帳をお持ちの 高校生以下  無料 / 一般（満18歳以上）300円 
　　　　　　　　　　　　　　 介助者（1名） 無料

※中・高生は学生証の提示をお願いします。
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、入場を制限する場合があります。
※40 人以上の団体は、事前にご連絡ください。

我孫子市市制施行 50周年
我孫子を知る1年企画

本誌で掲載の情報は12月１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。

※我孫子市 3館は12/28（月）～1/4（月）の間休館となります。

鳥の博物館では開館以来、日本産鳥類全種の剥
製標本の収集を進めており、現在までにその 6
割ほどにあたる385 種の標本を収蔵しています。
日本の鳥コーナーでは、これらの標本をできるだ

け多く展示
し、地域や環
境、季節によ
っても異なる
日本の鳥の
多様性をご
紹介します。


