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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
【月長石 - ムーンストーン -】

長石類の中で特に外観が美しいものを

「月長石 -ムーンストーン -」と呼び宝石と

して扱います。

名前の通り月の光のように優しく輝く宝石

ですが、青い光を帯びたものは雨粒のよ

うにも見えます。

６月に入り雨も多くなってきますが、ムー

ンストーンが降ってくると思うと少し楽しく

過ごせそうです。
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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

最新情報はインターネットで！ 

アビシルベ または abikoinfo

YouTube のアビシルベ CHANNEL!!
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または@ABISHIRUBE
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白樺文学館

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

レモングラス

すみれ 88

Cafe Garden Hasegawa

そば処 三谷屋

くいだおれ

茶処 竹山

Bistro vin dange

woot woop

中むら家

魚菜 瀬がわ

6月9日（火）～8月2日（日）

8月30日（日）まで

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

6月9日（火）～9月27日（日）

 『白樺』創刊110 年記念、市制50周年記念
　＜志賀直哉展ー山田家コレクションを中心にー＞

＜志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）＞
熱海稲村大洞台にて

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。

志賀直哉の子孫である山田家からの寄贈
資料の展示会です。
初公開の資料多数。「白樺」創刊 110 年記念
としてご覧ください。

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―」

TAKE OUT で食べて応援！

・TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！Ⅱ
　レモングラス・Bistro vin dange・中むら家

　そば処 三谷屋・すみれ88・くいだおれ

　Cafe Garden Hasegawa・woot woop

　魚菜 瀬がわ・茶処 竹山

・我孫子市３館展示情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」好評配信中！
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スマートフォン向け我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」好評配信中！
我孫子市の見所はもちろん、現在【特集】ではテイクアウトのできる
飲食店や、給食事業者などの情報を掲載！
お家にいながら我孫子をぐるっと巡った気分になれますよ。

本誌で掲載の情報は6月１日現在のものです。
アビシルベは新型コロナウィルス感染拡大防止のため臨時
休館しておりましたが、現在一部業務を制限し営業を再開
しております。入館時に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。

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）　申込：不要

場所：鳥の博物館1階　玄関ホール　参加費：入館料がかかります

「これを食べたのは誰？～食べあとから生き物を探そう～」

テーマトーク

時間：13：30 ～14：15（開場13：15）
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール

時間：10：00 ～12：00
会場：鳥の博物館、手賀沼遊歩道

7 18
土

7 11
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。
　

あびこ自然観察隊

7 23
木・祝

手賀沼周辺を代表する自然を対象に、季節に合わせた観察会を行います。

7月18日（土）～8月30日（日）鳥の科学作品展

内容・講師は決まり次第鳥の博物館ホームページにてお知らせします。

講師：鳥の博物館学芸員

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。

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。

申込：不要（当日先着 50 名） 
参加費：無料（入館料別途）

申込：7月16日以降電話申し込み
参加費：100 円

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

ダウンロードは

Google Play

または

App Store

で

「手賀沼の魚を観察しよう」もんどりなどを使って手賀沼に生息する
魚を捕獲し観察します。また魚や鳥を
めぐる食物連鎖について考えてみます。

今号掲載のイベントも中止や延期、内容が変更になる場合がございます。
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お家で楽しく過ごすには美味しいご飯から！
我孫子市内でTAKE OUT対応をしている店舗をご紹介します。

TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！Ⅱ

アジア料理 レモングラス

Bistro vin dange

天ぷら 日本料理 中むら家

本格アジア料理が楽しめるお店。人気のナシゴレンセット1,210円やシンガポー
ルライスセット1,300 円、バクテーセット1,300 円の他、様々なメニューが持
ち帰り可能です。セットにはミニサラダと生春巻き、デザートがついてとっても
お得！  また、わくわく広場（あびこショッピングプラザ店・天王台店・アリオ柏店）
でも持ち帰りメニューを販売中！  こちらもぜひご利用ください。  ※全て税込
＜TAKE OUT対応時間＞11:00～14:30/16:30～20:30
　　　　　　　　　　　　※お電話でご予約がスムーズです。
所：千葉県我孫子市我孫子4-4-1 ／問：04-7183-3478／休：月曜日

人気のカジュアルフレンチ店。
自宅でも美味しいフレンチを楽しむことが出来るオードブルを持ち帰ることが
出来ます。コーススタイルテイクアウト（2～ 3名様分）3,000 円～や、日
頃頑張っているママへ向けて…ママお疲れ様プレート2,500 円などをご用意
しています。  ※2～3日前にご予約いただくとスムーズです。 ※すべて税込
＜TAKE OUT対応時間＞11:00～19:00 ※お電話でご予約がスムーズです。
所：千葉県我孫子我孫子1-8-18 ラセーヌ2F／問：04-7185-5800
休：火曜日・第3水曜日

変わらぬ味と心意気を大切にする天ぷら専門店。
揚げたての天ぷらを乗せた天丼や定食をテイクアウトすることができます。
天丼990円、かき揚げ丼1,540円、天ぷら定食1,540円、かき揚げ
定食1,870円など。他にも多数のメニューがあります。  ※全て税込
＜TAKE OUT対応時間＞11:30～13:00（受け渡しラスト13:30）
　　　　　　　　　　　  17:30～19:00（受け渡しラスト19:30）
所：千葉県我孫子市我孫子4-29-19／問：04-7108-2431／休：水曜日
※営業時間・定休日は変更になる場合がございますのでご確認ください。

昔ながらの蕎麦店。
蕎麦やうどんはもちろん人気のカツ丼も持ち帰ることができます。
カツ丼 780 円、天丼 880 円、親子丼 680 円などその他多数
メニューあり。ボリューム満点ながらリーズナブルな価格が嬉しい
ですね。  ※全て税込
＜TAKE OUT対応時間＞11:00～20:00
所：千葉県我孫子市本町2-6-24／問：04-7182-1401
休：水曜日

農家直送の野菜を使った料理が楽しめるお店。
チキン南蛮・ローストビーフサンドウィッチ・ハンバーグなどが
デザートまでついて 888 円。ライスの種類も白米か玄米か選
ぶことができ、プラス 38 円でスープを付けることもできます。  
※全て税込
＜TAKE OUT対応時間＞11:30～17:00
　　　　　　　　　　　　※お電話でご予約がスムーズです。
所：千葉県我孫子市本町2-5-1 ／問：04-7192-6988／休：月曜日

お好み焼き道場 くいだおれ

woot woop

魚菜 瀬がわ

茶処 竹山

Cafe Garden Hasegawa

そば処 三谷屋

農場 Cafe Bar すみれ88

バクテーセット

市内飲食店でテイクアウトをしたら「＃我孫子エール飯」のハッシュタグ
をつけて写真などをSNSに投稿して、飲食店を応援しよう！
アビシルベのホームページでもテイクアウトのできるお店を多数紹介中
です。合わせてご覧ください。

→

レトロな雰囲気の粉もんのお店。
焼きたてふっくらのお好み焼きなどを持ち帰ることができ
ます。お好み焼き 600 円～、焼きそばが入ったモダン
焼き 500 円、焼きそば・焼うどん 550 円など。その
他おつまみにぴったりな揚げ物や、焼き鳥もあります。  
※全て税込
＜TAKE OUT対応時間＞16:00～20:00
所：千葉県我孫子市本町1-1-11 青木ビル2F／問：04-7184-3522／休：火曜日

手賀沼遊歩道沿いの隠れ家カフェ。
人気のグリーンカレー 850 円のほか、フィッシュバーガー
800円、ハンバーグ弁当950円などカフェメニューが持ち帰
りできます。その他にも多数メニューあり。  ※全て税込
＜TAKE OUT対応時間＞11:30～17:00　※要前日予約
所：千葉県我孫子市若松126-4
問：04-7184-3970
休：火曜日・水曜日

おしゃれな洋食店。
日によって内容が変わるお弁当を週替わりで 4～ 5 種用意していま
す。価格は全て 550 円！ お手頃価格で美味しいお弁当をお楽しみく
ださい。スイーツのテイクアウトもできます。  ※全て税込
＜TAKE OUT対応時間＞12:00～15:00
　　　　　　　　　　　※お電話で受け取り時間をご予約ください。
所：千葉県我孫子市天王台4-7-1 T・S第一マンション1F
問：04-7171-1898／休：火曜日

丁寧な仕事が光る和食のお店。
お家でお酒を楽しむのにぴったりな、おかずが選べる宅飲みセッ
ト（2人前より）1,080 円のテイクアウトが人気です。他にも
鯖カレー500円、牛すじカレー500円もオススメです。 
※全て税込  ※テイクアウトは6月末まで夜の時間帯のみ。
＜TAKE OUT対応時間＞17:30～20:00
所：千葉県我孫子市湖北台8-3-7 ／問：050-3463-9064
休：水曜日・第1・3木曜日

甘味が楽しめる茶処。
人気メニューの抹茶あんみつ 420 円を持ち

帰ることができます。お家でお茶を入れてホッと一息つ
く時間に美味しい甘味をそえてみてはいかがでしょう
か？  ※全て税込
＜TAKE OUT対応時間＞10:00～17:00
所：千葉県我孫子市本町2-4-7
問：04-7182-1030／休：水曜日・第3木曜日

ママお疲れ様プレート

かき揚げ丼 天丼

カツ丼親子丼

ミニデザートもつきます

チキン南蛮

モダン焼き

ハンバーグ弁当

宅飲みセット

鯖カレー　牛すじカレー

抹茶あんみつ

甘いもの
も

TAKE O
UT！

コーススタイルテイクアウト
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Cafe Garden Hasegawa

そば処 三谷屋

くいだおれ

茶処 竹山

Bistro vin dange

woot woop

中むら家

魚菜 瀬がわ

6月9日（火）～8月2日（日）

8月30日（日）まで

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

6月9日（火）～9月27日（日）

 『白樺』創刊110 年記念、市制50周年記念
　＜志賀直哉展ー山田家コレクションを中心にー＞

＜志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）＞
熱海稲村大洞台にて

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。

志賀直哉の子孫である山田家からの寄贈
資料の展示会です。
初公開の資料多数。「白樺」創刊 110 年記念
としてご覧ください。

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―」

TAKE OUT で食べて応援！

・TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！Ⅱ
　レモングラス・Bistro vin dange・中むら家

　そば処 三谷屋・すみれ88・くいだおれ

　Cafe Garden Hasegawa・woot woop

　魚菜 瀬がわ・茶処 竹山

・我孫子市３館展示情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」好評配信中！

・TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！Ⅱ
　レモングラス・Bistro vin dange・中むら家

　そば処 三谷屋・すみれ88・くいだおれ

　Cafe Garden Hasegawa・woot woop

　魚菜 瀬がわ・茶処 竹山

・我孫子市３館展示情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」好評配信中！

・TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！Ⅱ
　レモングラス・Bistro vin dange・中むら家

　そば処 三谷屋・すみれ88・くいだおれ

　Cafe Garden Hasegawa・woot woop

　魚菜 瀬がわ・茶処 竹山

・我孫子市３館展示情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」好評配信中！

・TAKE OUT で美味しい料理を楽しもう！Ⅱ
　レモングラス・Bistro vin dange・中むら家

　そば処 三谷屋・すみれ88・くいだおれ

　Cafe Garden Hasegawa・woot woop

　魚菜 瀬がわ・茶処 竹山

・我孫子市３館展示情報
　（白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館）

・我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」好評配信中！

スマートフォン向け我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」好評配信中！
我孫子市の見所はもちろん、現在【特集】ではテイクアウトのできる
飲食店や、給食事業者などの情報を掲載！
お家にいながら我孫子をぐるっと巡った気分になれますよ。

本誌で掲載の情報は6月１日現在のものです。
アビシルベは新型コロナウィルス感染拡大防止のため臨時
休館しておりましたが、現在一部業務を制限し営業を再開
しております。入館時に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。

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）　申込：不要

場所：鳥の博物館1階　玄関ホール　参加費：入館料がかかります

「これを食べたのは誰？～食べあとから生き物を探そう～」

テーマトーク

時間：13：30 ～14：15（開場13：15）
会場：鳥の博物館 ２階 多目的ホール

時間：10：00 ～12：00
会場：鳥の博物館、手賀沼遊歩道

7 18
土

7 11
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。
　

あびこ自然観察隊

7 23
木・祝

手賀沼周辺を代表する自然を対象に、季節に合わせた観察会を行います。

7月18日（土）～8月30日（日）鳥の科学作品展

内容・講師は決まり次第鳥の博物館ホームページにてお知らせします。

講師：鳥の博物館学芸員

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。

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。

申込：不要（当日先着 50 名） 
参加費：無料（入館料別途）

申込：7月16日以降電話申し込み
参加費：100 円

「あびこ巡り」
で検索！

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」

ダウンロードは

Google Play

または

App Store

で

「手賀沼の魚を観察しよう」もんどりなどを使って手賀沼に生息する
魚を捕獲し観察します。また魚や鳥を
めぐる食物連鎖について考えてみます。

今号掲載のイベントも中止や延期、内容が変更になる場合がございます。




