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今月の色
【橄欖石 -ペリドット-】

爽やかな緑が特徴的な「橄欖石 - ペリドット -」

は砕けた状態で産出されることが多く、大きな

ものはとても高値で取引されます。

その煌めきと色は茂った稲の波のよう。夏を迎

え育った稲が風にそよぐ風景は我孫子市内でも

見ることができます。

暑さが続く時期ですが、稲田の風景はどこか涼

しげです。

移り変わる季節を感じながら、稲田のあぜ道を

散歩をしてみるのもいいかもしれませんね。
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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～8月30日（日）

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

～9月27日（日）まで

我孫子市制50周年・我孫子を知る1年企画
「寄贈資料展　楚人冠と湖畔吟社」

今回は「我孫子を知る 1 年」シリーズの企画
として、楚人冠の書いた掛け軸、河村蜻山作
の灰落としなど、市民寄贈の資料から、湖畔
吟社ゆかりの品々を展示します。
楚人冠と我孫子の人びとの結びつきに思いを
はせながらご覧ください。

場所：鳥の博物館２階 企画展示室第８6回企画展
「バンディング展―足環でわかる鳥の渡り―」

場所：鳥の博物館1階　玄関ホール
参加費：無料（入館料別途）

テーマトーク

時間：13：30 ～14：15　参加費：無料

8 15
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。
　

7月18日（土）～8月30日（日）
鳥の科学作品展

バンディング（標識調査）
は、個体を識別するための
標識を鳥に付けて、渡りや
寿命を調べる調査です。日
本では、環境省が山階鳥
類研究所に委託して調査
が行われており、各地で

様々な鳥を対象とした調査が実施されています。バンディン
グではどのように調査が行われているか、バンディングに
よって明らかになった鳥たちの渡りや生活をご紹介します。

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」を配信予定！ 

新型コロナウイルス感染症対策のため、オンライン会議ツールZOOMを使用したウェブセミナー形式
で行う予定です。
申し込み：鳥の博物館（http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html）
　　　　　または山階鳥類研究所ウェブサイト（http://www.yamashina.or.jp/）から→

「都市における電柱と野鳥 ～おもにスズメの話題から～」

野鳥というと自然豊かな場所に生息するというイメージがありますが、その
一方で私たちが暮らす都市にも様々な種が生息しています。
また、私たちに身近な都市環境として電柱や電線の存在があります。鳥たち
はどのようにこれらの構造物を利用しているのでしょうか。
都市鳥の代表と言えるスズメを中心としてこれらについてお話しします。

講師：森本　元さん　山階鳥類研究所保全研究室・自然誌研究室研究員（兼任）

旧井上家住宅の風鈴

手賀沼の小池

湖上園

ボートセンター小池

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。

＜休館のお知らせ＞
現在白樺文学館は館内エレベーター取り換え工事のため
9/30（水）まで休館しています。
お出かけをご予定されている方はお気をつけください。※9/29（火）～10/2（金）は臨時休館となります。

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！9／1（火）～ 9／8（火）
カヌーにふれてみよう！

8／22（土）13:00 ～ 8／29（土）15：00
あびこカッパまつりの歴史展示

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！

我孫子市の小中学生科学作品展に昨年度出展された
鳥の研究に関する作品をお借りし、展示します。
夏休みの自由研究のヒントが見つかります。

・お得に支援！【あびチケ】
・手賀沼周遊レンタサイクル
　　　・手賀沼公園のミニSLを楽しもう！
・手賀沼でボートに乗ってみよう！
・旧井上家住宅の風鈴
・我孫子市３館展示情報
　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

白樺文学館

本誌で掲載の情報は8月１日現在のものです。
アビシルベは現在一部業務を制限し営業を再開してい
ます。入館時にはマスクの着用と手指の消毒をお願い
する等、引き続き感染拡大防止に努めてまいります。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。
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。

「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！
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お得に支援！【あびチケ】
クラウドファンディングサービス会社「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」にて我孫子市内の飲食店でお得に使える食事券【あびチケ】を販売中！

1口 5,000 円の購入で【あびチケ】6,000 円分（500円 12 枚綴り）がもらえます。（お一人様 20 口まで）
プロジェクトに参加している我孫子市内の参加店約 90 店舗でお使いいただけます。チケットを買って、お店で食べて飲食店を応援しよう！

詳しくはＣＡＭＰＦＩＲＥ・あびチケプロジェクトをごらんください。

＜参加店＞（ジャンル別）
【洋食】
ＡＲＵＫＡＳ
かじ池亭
カジュアルイタリアンバル K
テガーレ
トマト & オニオン 我孫子店
ビストロ ヴァン ダンジュ
PIZZA ＆ パスタ Lacotta ～憩の場～
ポワロー
ムッシュタタン
レストラン コ・ビアンⅠ
レストラン コ・ビアンⅡ 【中華・ラーメン】

かっぱちゃん
彩仙龍
チャイニーズダイニング えん
中華料理 喜楽
煮干中華そば のじじR
美彩食 田辺
ファミリーチューカ なかむら
北海道らーめん ひむろ 我孫子店
豆でっぽう
味好飯店
麺や たけまさ
横浜らーめん 寿三家
らーめん 元気
ラーメン専科 小糸
らーめん 内味喜
龍鳳館

【アジアン】
アジア料理 レモングラス
インドカレー ハリオン
インドカレー ハリオン 我孫子北口店
カレーハウスCoCo壱番屋
　　　　　　　JR我孫子駅南口店
大衆焼肉 大山
豚専門料理 恒
焼肉 太陽
和牛一頭焼肉 恒
和牛炭火焼肉 恒

【カフェ】
CAFE DOCK
菓子工房 ももの丘
café 茶豆
カフェと雑貨のウィング
カフェレストラン ランコントル
Garage Café Nyanchu
喜久屋秀峰
喫茶トミー
コーヒーハウス ポトス
こころ音
茶処 竹山
農場 Cafe Bar すみれ88
ハワイアンカフェ アロハファーム
福祉ショップ＆軽喫茶 ぽぽら
リバーサイド
ルパン

【BAR・酒肴処】
安良居
居酒屋 いみちゃん
居酒屋 匠 天王台駅南口店
居酒屋 なべちゃんズ
居酒屋 やまびこ
宇廼丸
酒処 一心
笑福
とんぼ
バンヌフ
ふじ野
夢処

購入期間：販売中～ 8/20（木）まで※予定　　利用期間：9/15（火）～ 12/31（木）まで　　問：我孫子市商業観光課　04-7185-1475

手賀沼周遊レンタサイクル・手賀沼公園のミニSLを楽しもう！

レンタサイクル

料金：大人 500 円 /小学生以下 300 円　但し県民の日（6/15）は無料
営業：4～ 9月 9:00 ～17:00（返却は16:30まで）
　　　10月、11月、3月 9:00 ～16:00（返却は15:30まで）
　　　※返却は営業時間終了の30 分前を目安にお戻しください。
　　　※雨天・荒天・途中雨天は運休

料金：1回 2周 200 円　但しこどもの日（5/5）・県民の日（6/15）・市制施行日（7/1）
　　　は無料　11枚 2,000 円の回数券も販売中
営業：4～ 9月 9:30 ～17:00
　　　10月、11月、3月 10:00 ～16:00
　　　※12:00 ～13:00 は整備のため運休　※雨天・荒天・途中雨天は運行中止

手賀沼公園のミニSL
手賀沼周辺を効率よく楽しみたい方にオススメです。小回りの利く自転車
で路地を散策して探検気分を味わおう！
レンタサイクルは 3 月～ 11 月の土曜日、日曜日、祝日と春休みの期間中
限定で貸し出しをおこなっています。
我孫子市・柏市の各ステーションで乗り捨てOK！
＜ステーション一覧＞
【我孫子市】サイクルパーク我孫子南（JR 我孫子駅南口徒歩約２分）・
　　　　　  手賀沼公園・我孫子市鳥の博物館
【柏市】道の駅しょうなん・北柏ふるさと公園・セブンパークアリオ柏・
　　　  手賀沼フィッシングセンター

手賀沼でボートに乗ってみよう！

※営業時間は基本的に日の出（7:00 頃）から日没まで。
　ボートの種類や料金、詳細な営業時間、ご予約は各店舗へお問い合わせください。

・湖上園（入漁券取扱店舗）
　電話：04-7185-5300
　千葉県我孫子市我孫子新田 20
　定休日：荒天時
　駐車場：50 台有

我孫子市手賀沼周辺には貸しボート店があります。ボートに乗って手賀沼に漕ぎ出そう！
手漕ぎやカラフルなスワン、釣り船など種類豊富なボートを借りることができます。
釣り人にも親しまれており、入漁券の販売も行っています。
映画やテレビのロケ地としてもたびたび使用されている
手賀沼の湖上で夏の思い出を作ってみませんか？

旧井上家住宅の風鈴

所：旧井上家住宅　千葉県我孫子市相島新田１
問：教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課
　　Tel：04-7185-1583（歴史文化財担当）

江戸時代の末期から現存し、市の指定文化財にも指定されている「旧井上
家住宅」では市民の方から寄贈された風鈴を飾っています。
夏の心地よい風に吹かれて鳴る、涼しい音色をお楽しみください。風鈴は
9/20（日）までご覧いただける予定です。
※場合により開催期間が前後する可能性がございます。

・ボートセンター小池（入漁券取扱店舗）
　電話：04-7184-7117
　千葉県我孫子市我孫子新田 25-1
　定休日：荒天時
　手賀沼公園の駐車場をご利用ください

・手賀沼の小池（入漁券取扱店舗）
　電話：04-7182-1015
　千葉県我孫子市我孫子新田 22
　定休日：荒天時
　駐車場：10 台有

手賀沼公園には子どもたちが緑の中で自由に遊べる広場があり、木製
のコンビネーション遊具や大きな砂場、ベンチ、東屋が設置され市民
の憩いの場となっています。
ミニ SL は 3月～11月の土曜日、日曜日、祝日と春休み夏休み期間中
限定で運行され、はやぶさやドクターイエローなど人気の新幹線を模っ
た車体も走っています。
子どもはもちろん、時には大人をも魅了するミニ SL にこの夏ぜひご乗
車ください！

しゃぶしゃぶ 海鮮料理 志ぶや
旬菜厨房 米舞亭
食堂ひろ場
すし処 桜田
鈴木屋
膳彩や おうみ
そば処 タニヤ
手打ちそば・うどん 悠楽庵
手打そば処 やぶ庄
天王台 すし勝

富桝旅館
中むら家
日本料理 月花
備前 本店
英鮨
程々
三谷屋
めし屋 味日和
もつ焼 やまじゅう
レストラン 芳咲

【和食】
いける鮨
魚河岸 あみ清
うなぎ うだ川
お好み焼き道場 くいだおれ
海鮮処 いわい
季節料理 旬
季節料理 すゞ き
魚菜 瀬がわ
西周うなぎ店
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焼肉 太陽
和牛一頭焼肉 恒
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【カフェ】
CAFE DOCK
菓子工房 ももの丘
café 茶豆
カフェと雑貨のウィング
カフェレストラン ランコントル
Garage Café Nyanchu
喜久屋秀峰
喫茶トミー
コーヒーハウス ポトス
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購入期間：販売中～ 8/20（木）まで※予定　　利用期間：9/15（火）～ 12/31（木）まで　　問：我孫子市商業観光課　04-7185-1475

手賀沼周遊レンタサイクル・手賀沼公園のミニSLを楽しもう！

レンタサイクル

料金：大人 500 円 /小学生以下 300 円　但し県民の日（6/15）は無料
営業：4～ 9月 9:00 ～17:00（返却は16:30まで）
　　　10月、11月、3月 9:00 ～16:00（返却は15:30まで）
　　　※返却は営業時間終了の30 分前を目安にお戻しください。
　　　※雨天・荒天・途中雨天は運休

料金：1回 2周 200 円　但しこどもの日（5/5）・県民の日（6/15）・市制施行日（7/1）
　　　は無料　11枚 2,000 円の回数券も販売中
営業：4～ 9月 9:30 ～17:00
　　　10月、11月、3月 10:00 ～16:00
　　　※12:00 ～13:00 は整備のため運休　※雨天・荒天・途中雨天は運行中止

手賀沼公園のミニSL
手賀沼周辺を効率よく楽しみたい方にオススメです。小回りの利く自転車
で路地を散策して探検気分を味わおう！
レンタサイクルは 3 月～ 11 月の土曜日、日曜日、祝日と春休みの期間中
限定で貸し出しをおこなっています。
我孫子市・柏市の各ステーションで乗り捨てOK！
＜ステーション一覧＞
【我孫子市】サイクルパーク我孫子南（JR 我孫子駅南口徒歩約２分）・
　　　　　  手賀沼公園・我孫子市鳥の博物館
【柏市】道の駅しょうなん・北柏ふるさと公園・セブンパークアリオ柏・
　　　  手賀沼フィッシングセンター

手賀沼でボートに乗ってみよう！

※営業時間は基本的に日の出（7:00 頃）から日没まで。
　ボートの種類や料金、詳細な営業時間、ご予約は各店舗へお問い合わせください。

・湖上園（入漁券取扱店舗）
　電話：04-7185-5300
　千葉県我孫子市我孫子新田 20
　定休日：荒天時
　駐車場：50 台有

我孫子市手賀沼周辺には貸しボート店があります。ボートに乗って手賀沼に漕ぎ出そう！
手漕ぎやカラフルなスワン、釣り船など種類豊富なボートを借りることができます。
釣り人にも親しまれており、入漁券の販売も行っています。
映画やテレビのロケ地としてもたびたび使用されている
手賀沼の湖上で夏の思い出を作ってみませんか？

旧井上家住宅の風鈴

所：旧井上家住宅　千葉県我孫子市相島新田１
問：教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課
　　Tel：04-7185-1583（歴史文化財担当）

江戸時代の末期から現存し、市の指定文化財にも指定されている「旧井上
家住宅」では市民の方から寄贈された風鈴を飾っています。
夏の心地よい風に吹かれて鳴る、涼しい音色をお楽しみください。風鈴は
9/20（日）までご覧いただける予定です。
※場合により開催期間が前後する可能性がございます。

・ボートセンター小池（入漁券取扱店舗）
　電話：04-7184-7117
　千葉県我孫子市我孫子新田 25-1
　定休日：荒天時
　手賀沼公園の駐車場をご利用ください

・手賀沼の小池（入漁券取扱店舗）
　電話：04-7182-1015
　千葉県我孫子市我孫子新田 22
　定休日：荒天時
　駐車場：10 台有

手賀沼公園には子どもたちが緑の中で自由に遊べる広場があり、木製
のコンビネーション遊具や大きな砂場、ベンチ、東屋が設置され市民
の憩いの場となっています。
ミニ SL は 3月～11月の土曜日、日曜日、祝日と春休み夏休み期間中
限定で運行され、はやぶさやドクターイエローなど人気の新幹線を模っ
た車体も走っています。
子どもはもちろん、時には大人をも魅了するミニ SL にこの夏ぜひご乗
車ください！

しゃぶしゃぶ 海鮮料理 志ぶや
旬菜厨房 米舞亭
食堂ひろ場
すし処 桜田
鈴木屋
膳彩や おうみ
そば処 タニヤ
手打ちそば・うどん 悠楽庵
手打そば処 やぶ庄
天王台 すし勝

富桝旅館
中むら家
日本料理 月花
備前 本店
英鮨
程々
三谷屋
めし屋 味日和
もつ焼 やまじゅう
レストラン 芳咲

【和食】
いける鮨
魚河岸 あみ清
うなぎ うだ川
お好み焼き道場 くいだおれ
海鮮処 いわい
季節料理 旬
季節料理 すゞ き
魚菜 瀬がわ
西周うなぎ店
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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
【橄欖石 -ペリドット-】

爽やかな緑が特徴的な「橄欖石 - ペリドット -」

は砕けた状態で産出されることが多く、大きな

ものはとても高値で取引されます。

その煌めきと色は茂った稲の波のよう。夏を迎

え育った稲が風にそよぐ風景は我孫子市内でも

見ることができます。

暑さが続く時期ですが、稲田の風景はどこか涼

しげです。

移り変わる季節を感じながら、稲田のあぜ道を

散歩をしてみるのもいいかもしれませんね。

4 アビプレ89号（2020年8月10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
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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）

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～8月30日（日）

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

～9月27日（日）まで

我孫子市制50周年・我孫子を知る1年企画
「寄贈資料展　楚人冠と湖畔吟社」

今回は「我孫子を知る 1 年」シリーズの企画
として、楚人冠の書いた掛け軸、河村蜻山作
の灰落としなど、市民寄贈の資料から、湖畔
吟社ゆかりの品々を展示します。
楚人冠と我孫子の人びとの結びつきに思いを
はせながらご覧ください。

場所：鳥の博物館２階 企画展示室第８6回企画展
「バンディング展―足環でわかる鳥の渡り―」

場所：鳥の博物館1階　玄関ホール
参加費：無料（入館料別途）

テーマトーク

時間：13：30 ～14：15　参加費：無料

8 15
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。
　

7月18日（土）～8月30日（日）
鳥の科学作品展

バンディング（標識調査）
は、個体を識別するための
標識を鳥に付けて、渡りや
寿命を調べる調査です。日
本では、環境省が山階鳥
類研究所に委託して調査
が行われており、各地で

様々な鳥を対象とした調査が実施されています。バンディン
グではどのように調査が行われているか、バンディングに
よって明らかになった鳥たちの渡りや生活をご紹介します。

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」を配信予定！ 

新型コロナウイルス感染症対策のため、オンライン会議ツールZOOMを使用したウェブセミナー形式
で行う予定です。
申し込み：鳥の博物館（http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html）
　　　　　または山階鳥類研究所ウェブサイト（http://www.yamashina.or.jp/）から→

「都市における電柱と野鳥 ～おもにスズメの話題から～」

野鳥というと自然豊かな場所に生息するというイメージがありますが、その
一方で私たちが暮らす都市にも様々な種が生息しています。
また、私たちに身近な都市環境として電柱や電線の存在があります。鳥たち
はどのようにこれらの構造物を利用しているのでしょうか。
都市鳥の代表と言えるスズメを中心としてこれらについてお話しします。

講師：森本　元さん　山階鳥類研究所保全研究室・自然誌研究室研究員（兼任）

旧井上家住宅の風鈴

手賀沼の小池

湖上園

ボートセンター小池

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。

＜休館のお知らせ＞
現在白樺文学館は館内エレベーター取り換え工事のため
9/30（水）まで休館しています。
お出かけをご予定されている方はお気をつけください。※9/29（火）～10/2（金）は臨時休館となります。

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！9／1（火）～ 9／8（火）
カヌーにふれてみよう！

8／22（土）13:00 ～ 8／29（土）15：00
あびこカッパまつりの歴史展示

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！

我孫子市の小中学生科学作品展に昨年度出展された
鳥の研究に関する作品をお借りし、展示します。
夏休みの自由研究のヒントが見つかります。

・お得に支援！【あびチケ】
・手賀沼周遊レンタサイクル
　　　・手賀沼公園のミニSLを楽しもう！
・手賀沼でボートに乗ってみよう！
・旧井上家住宅の風鈴
・我孫子市３館展示情報
　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

白樺文学館

本誌で掲載の情報は8月１日現在のものです。
アビシルベは現在一部業務を制限し営業を再開してい
ます。入館時にはマスクの着用と手指の消毒をお願い
する等、引き続き感染拡大防止に努めてまいります。
ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。
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。

「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！


