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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
【黄玉-トパーズ -】

様々な色が存在する黄玉 -トパーズ -ですが、

その中でも赤みがかった橙を帯びたインペリ

アルトパーズは古くから王族などに珍重され

ていました。

深みのある色合いは、日の入り間近の空のよ

う。日の入りが少しずつ早くなるこの時期、

我孫子市の空もほんのひと時トパーズのよう

に輝きます。

天気の良い日は手賀沼親水広場や高野山桃

山公園から日の入りを楽しんでみてはいかが

でしょうか。

● 食品を買いに行こう！

　（風土食房・五味商店・おかずの森・やおきち）

● 新・我孫子市ふるさと産品「将門麦酒」

● 我孫子市市制施行50周年記念事業「山下清展」

● 我孫子市3館イベント情報

　（杉村楚人冠記念館・白樺文学館・鳥の博物館）

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」を12月1日（火）より配信！ 

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！

11／20（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆

開催中 ～ 11／19（木）
我孫子アートな散歩市
我孫子動物彫刻展  島田忠幸「プリニウスの動物たち」

11／25（水）～ 12／4（金）15:00まで
我孫子のいろいろ八景パネル展
12／6（日）～ 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

11月11日（水）～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」
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）

我孫子市市制施行 50周年・我孫子を知る1年企画

「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）

杉村楚人冠記念館・白樺文学館
 2 館共通年間パスポート販売中！
２館に一年を通して入館することができる年間パス
ポートです。ご購入いただいた方には年４回、特別
な会報をお送りします。ここでしか読めない学芸員
のこぼれ話や、館長のありがたい説法まで掲載！？

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：2,000 円（税込）

風土食房

将門麦酒

おかずの森

五味商店

やおきち

午前 10 時から（30 分前開場）
定員：50 名（要予約・先着順）
予約：市民図書館アビスタ本館（電話：04-7184-1110）

我孫子の風景展

12 6
日

1129
日

1212
土

講演会「行商の時代」
講師：山本 志乃 さん（神奈川大学国際日本学部教授）
所  生涯学習センター アビスタホール

所  生涯学習センター アビスタホール

午後 2 時から（30 分前開場）
定員：50 名（要予約・先着順）
予約：杉村楚人冠記念館

第 8 回楚人冠講座
「楚人冠が書きとめた手賀沼の姿」 
講師：杉村楚人冠記念館担当学芸員

所  生涯学習センター アビスタホール
講師：白樺文学館学芸員

　　稲村雑談特別版
―我孫子を描きし画家 原田京平―

午後2時から（30 分前開場）
定員：50 名（要予約・先着順）
予約：白樺文学館
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10:00 ～17:30
土曜日・日曜日・祝日
04-7183-7700

休
営
所

問

五味商店

千葉県我孫子市中里 227-3
10:00 ～17:00
土曜日・日曜日・祝日
04-7170-0610

休
営
所

問

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
11月21日（土）～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 名以上の団体は事前にご連絡ください。

手軽に調理できる食品や新鮮な野菜を購入できる、
お役立ち店をご紹介します。

風土食房

今年 7 月にオープンした
食品メーカー風土食房
の直売所。
スタッフ全員で試食し
「美味しい」と認めた商
品のみを販売。
自社製品はもちろん、
料理人笠原将弘監修の
商品や肉・魚惣菜の冷
凍食品、レトルトカレーなどの常温商品の他、厳選したお買い得な商品
や他では購入できない食品メーカーこだわりの商品を取り揃えています。
我孫子の人気ラーメン店「豆でっぽう」の冷凍餃子も購入できます！
自社製品「生姜ごはんの素」「肉みそ生姜」「豚ねぎ味噌」は我孫子市
ふるさと産品に推奨されています。

千葉県我孫子市東我孫子1-9-13
10:00 ～20:00
水曜日
04-7128-4848

休
営
所

問

おかずの森

東我孫子駅近くのスーパー
マーケット。
今年5月にオープンし、みん
なの食卓を応援しています。
店内には冷凍や冷蔵の食品
や、お菓子が所狭しと並び
価格もとってもお得！
ひと手間加えるだけで簡単
におかずになる様々な食材
が揃っています。
「食事と買い物を楽しむ場
所になれば」と話す笑顔の
優しい店主さんがオススメ
レシピも教えてくれます。
Twitter などでその日のお
買い得情報も発信中！ ぜひご覧ください。
※品揃えは随時入れ替わっておりますので SNS 等でご確認下さい。
　Twitter：＠okazunomori

全国各地のこだわり
商品が揃う食品問屋
「五味商店」のアンテ
ナショップ。
オーガニック商品や製
法にこだわった食品
のほか、地域の産品
も取り扱っています。
日々の生活を少し豊
かにする食材が手軽
に手に入るのがうれし
いですね。
旅行先で食べたあの味も見つかるか
もしれません。
我孫子市ふるさと産品の「白樺派の
カレー」全4 種も販売しています。

千葉県我孫子市柴崎台
1-14-20 アーバニタ1F-B
10:00 ～20:00
店頭でお知らせ
04-7186-6782

休
営

所

問

やおきち

今年 6 月にオープンした
八百屋。
かわいらしい看板と店頭
に並ぶ野菜や果物が目印
です。
明るい店内には、厳選し
た旬の野菜や果物がズラ
リと並んでいます。新鮮野菜はもちろん、食品や飲料もおすすめ！
店主自ら、その日に市場で仕入れたスポット商品を破格の値段で販売し
ています。
お買い得品をチェックしに何度も足を運びたくなるお店です。

販売店舗：あびこ農産物直売所 あびこん（Tel.04-7168-0821）
提供店舗：鈴木屋（Tel.04-7182-0002）
　　　　　インド・ネパールレストラン ハリオン（我孫子駅北口店 Tel.04-7185-8082 / 若松店 Tel.04-7179-0799）
　　　　　安井家（Tel.04-7182-1225）  

新・我孫子市ふるさと産品

我孫子市ふるさと産品に

新しく「将門麦酒」が加わりました！

我孫子市ふるさと産品に

新しく「将門麦酒」が加わりました！

　  将門の魂、令和に顕わる。

我孫子市日秀将門神社が監修を行った

地ビール。

焙煎麦芽のコクと高めのアルコール度数

で飲みごたえがありながら、仄かに感じ

るアロマホップの柑橘系の香りで後味が

まとまる、将門の名にふさわしい個性

的なビールです。

ジャパン・グレートビア・アワーズ

2019 銀賞受賞。

スタイル：ストロングブラックエール

アルコール度数：7.5%

相性の良い料理：肉料理

＜我孫子市ふるさと産品とは＞
郷土我孫子にふさわしい土産品を「ふるさと産品」と
銘打って、その地元産品を育て、永く、広く定着する
ことで市内の産業を繁栄させ、経済発展を図る。
伝統の味と技に培われた我孫子市の名産品を自信を
持ってお奨めいたします。

会期中のイベント

関連企画

会期中のイベント

山下清展記念講演会

「家族が語る山下清」

我孫子市に関する様々な講演会を開催します。詳しくは我孫子市ホームページからご覧ください。
https://www.city.abiko.chiba.jp/event/event_moyooshi/yamashita-kiyoshi.html

弥生軒のお弁当の包み紙は山下清が描いたものでした。

講師：山下浩さん
（山下清作品管理事務所代表 /山下清の甥）
費用：山下清展の入場料がかかります。
　　　（半券をご提示ください）

1121
土

1122
日

1123
月祝

12 5
土

1213
日

1220
日

1219
土

13:00 開場
13:30 開始

家族しか知らない様々なエピソードを
紹介しながら、人間・山下清に迫って
いきます。

貼絵体験コーナー

～貼絵屋さん～

10:00 ～15:00
（お好きな時間にお越しください）

どなたでもご参加いただけます。人数多数
の場合はお待ちいただく場合があります。

費用：無料

※要事前予約
　先着 50 名
　申込：生涯学習課 Tel.04-7182-0511 「我孫子を知る1年」講演会

H i b i r i  M a s a k a d o  B e e r

将門麦酒日
秀
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明るい店内には、厳選し
た旬の野菜や果物がズラ
リと並んでいます。新鮮野菜はもちろん、食品や飲料もおすすめ！
店主自ら、その日に市場で仕入れたスポット商品を破格の値段で販売し
ています。
お買い得品をチェックしに何度も足を運びたくなるお店です。

販売店舗：あびこ農産物直売所 あびこん（Tel.04-7168-0821）
提供店舗：鈴木屋（Tel.04-7182-0002）
　　　　　インド・ネパールレストラン ハリオン（我孫子駅北口店 Tel.04-7185-8082 / 若松店 Tel.04-7179-0799）
　　　　　安井家（Tel.04-7182-1225）  

新・我孫子市ふるさと産品

我孫子市ふるさと産品に

新しく「将門麦酒」が加わりました！

我孫子市ふるさと産品に

新しく「将門麦酒」が加わりました！

　  将門の魂、令和に顕わる。

我孫子市日秀将門神社が監修を行った

地ビール。

焙煎麦芽のコクと高めのアルコール度数

で飲みごたえがありながら、仄かに感じ

るアロマホップの柑橘系の香りで後味が

まとまる、将門の名にふさわしい個性

的なビールです。

ジャパン・グレートビア・アワーズ

2019 銀賞受賞。

スタイル：ストロングブラックエール

アルコール度数：7.5%

相性の良い料理：肉料理

＜我孫子市ふるさと産品とは＞
郷土我孫子にふさわしい土産品を「ふるさと産品」と
銘打って、その地元産品を育て、永く、広く定着する
ことで市内の産業を繁栄させ、経済発展を図る。
伝統の味と技に培われた我孫子市の名産品を自信を
持ってお奨めいたします。

会期中のイベント

関連企画

会期中のイベント

山下清展記念講演会

「家族が語る山下清」

我孫子市に関する様々な講演会を開催します。詳しくは我孫子市ホームページからご覧ください。
https://www.city.abiko.chiba.jp/event/event_moyooshi/yamashita-kiyoshi.html

弥生軒のお弁当の包み紙は山下清が描いたものでした。

講師：山下浩さん
（山下清作品管理事務所代表 /山下清の甥）
費用：山下清展の入場料がかかります。
　　　（半券をご提示ください）

1121
土

1122
日

1123
月祝

12 5
土

1213
日

1220
日

1219
土

13:00 開場
13:30 開始

家族しか知らない様々なエピソードを
紹介しながら、人間・山下清に迫って
いきます。

貼絵体験コーナー

～貼絵屋さん～

10:00 ～15:00
（お好きな時間にお越しください）

どなたでもご参加いただけます。人数多数
の場合はお待ちいただく場合があります。

費用：無料

※要事前予約
　先着 50 名
　申込：生涯学習課 Tel.04-7182-0511 「我孫子を知る1年」講演会

H i b i r i  M a s a k a d o  B e e r

将門麦酒日
秀
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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
【黄玉-トパーズ -】

様々な色が存在する黄玉 -トパーズ -ですが、

その中でも赤みがかった橙を帯びたインペリ

アルトパーズは古くから王族などに珍重され

ていました。

深みのある色合いは、日の入り間近の空のよ

う。日の入りが少しずつ早くなるこの時期、

我孫子市の空もほんのひと時トパーズのよう

に輝きます。

天気の良い日は手賀沼親水広場や高野山桃

山公園から日の入りを楽しんでみてはいかが

でしょうか。

● 食品を買いに行こう！

　（風土食房・五味商店・おかずの森・やおきち）

● 新・我孫子市ふるさと産品「将門麦酒」

● 我孫子市市制施行50周年記念事業「山下清展」

● 我孫子市3館イベント情報

　（杉村楚人冠記念館・白樺文学館・鳥の博物館）

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」を12月1日（火）より配信！ 

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！

11／20（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆

開催中 ～ 11／19（木）
我孫子アートな散歩市
我孫子動物彫刻展  島田忠幸「プリニウスの動物たち」

11／25（水）～ 12／4（金）15:00まで
我孫子のいろいろ八景パネル展
12／6（日）～ 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

11月11日（水）～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」
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）

我孫子市市制施行 50周年・我孫子を知る1年企画

「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）

杉村楚人冠記念館・白樺文学館
 2 館共通年間パスポート販売中！
２館に一年を通して入館することができる年間パス
ポートです。ご購入いただいた方には年４回、特別
な会報をお送りします。ここでしか読めない学芸員
のこぼれ話や、館長のありがたい説法まで掲載！？

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：2,000 円（税込）

風土食房

将門麦酒

おかずの森

五味商店

やおきち

午前 10 時から（30 分前開場）
定員：50 名（要予約・先着順）
予約：市民図書館アビスタ本館（電話：04-7184-1110）

我孫子の風景展

12 6
日

1129
日

1212
土

講演会「行商の時代」
講師：山本 志乃 さん（神奈川大学国際日本学部教授）
所  生涯学習センター アビスタホール

所  生涯学習センター アビスタホール

午後 2 時から（30 分前開場）
定員：50 名（要予約・先着順）
予約：杉村楚人冠記念館

第 8 回楚人冠講座
「楚人冠が書きとめた手賀沼の姿」 
講師：杉村楚人冠記念館担当学芸員

所  生涯学習センター アビスタホール
講師：白樺文学館学芸員

　　稲村雑談特別版
―我孫子を描きし画家 原田京平―

午後2時から（30 分前開場）
定員：50 名（要予約・先着順）
予約：白樺文学館


