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手賀沼周辺で春を楽しむ

水辺のサフラン 我孫子店
手賀沼で遊ぼう！学ぼう！
手賀沼ふれあいライン沿いの桜
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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）

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

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！

本誌で掲載の情報は2月28日現在のものです。
新型コロナウイ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。

3/20（日）～3/31（木）
桜さくら2022 ―我孫子でお花見―

3/10（木）～ 3/17（木）
あびこのおみやげ買えるうなあ

3/18（金）18:00～
アビスト de Night☆

柳宗悦の移住が契機となり、志賀直哉、
武者小路実篤をはじめとする白樺派文
人が交流した我孫子。
今回は常設テーマ「民藝運動と我孫子」
として河井寛次郎、濱田庄司など文学館
所蔵の民藝作品を展示します。

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

企画展

新聞記者として、また舞台の原作者として
杉村楚人冠が交流を持った、日本の近代
舞台芸術を切り拓いた人びと。
女優森律子、オペラ歌手三浦環・原信子、
新国劇沢田正二郎、喜劇役者曾我廼家五
郎、日本舞踊家藤蔭静枝らの資料を展示し
ます。

3月1日（火）～9月25日（日）

常設テーマ
「楚人冠が見た舞台芸術
　～オペラ・演劇・舞踊～」

3月15日（火）～5月15日（日）
「民藝運動と我孫子」

あびこDE子育ていいね！
「Peek-a-booフリマ」開催
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土

10:00 ～15:00

所 あびこショッピングプラザ1階正面入口前ガーデンコート

問 あびこ市民活動ステーション　 
TEL/FAX：04-7165-4370　メール：abikosks@themis.ocn.ne.jp
開館時間 ：9:00 ～17:00　休館日：毎月第 2・4月曜日（祝日の場合は開館）

千葉県我孫子市我孫子 4-11-1

あびこの子育てが楽しくなる　 
人との輪を広げていくフリーマーケット 
あびこの子育てが楽しくなる　 
人との輪を広げていくフリーマーケット 

※お客さま、出店者の安全を考えた感染防止対策を実施しております。ご協力お願い
いたします。 
※新型コロナウイルスの感染状況や千葉県の要請により、イベントが中止となる場合が
あります。予めご了承ください。 

出店数：一般ブース・クラフトブース
　　　　計14店舗 
 大人・子どもの衣類、おもちゃ、本、
ベビー用品、雑貨、文房具、生活用品、 
手芸品、布小物、アクセサリー、菓子、
入園・入学グッズなどを予定！ 
「出張 あびじょ± 絵本コーナー」で
は、持参した絵本や児童書を 1 冊交
換できます♪ もう読まなくなった本
を持って、遊びに来てください。 

日本の鳥～収蔵標本公開～

鳥の博物館 2月5日（土）～6月26日（日）

開館 9:30 ～16:30　休館日：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、
　　　　70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

場所：鳥の博物館 2階 企画展示室

我孫子市鳥の博物館では、開館以来、日本産鳥
類全種の剝製標本の収集を目標に資料収集を
進めてきました。その結果、現在までに日本産鳥
類633種の6割ほどにあたる389種の標本を収蔵
しています。これらの収蔵標本を公開し、多様な
日本の鳥をご紹介します。

カモの仲間の標本展示テーマトーク
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土

講師：望月みずきさん
（我孫子市鳥の博物館学芸員）

13:30～14:15

【参加方法】申込不要。3 月 1 日から鳥の博物館および山階鳥
類研究所ウェブサイトに動画配信サイトのリンクを掲載します。
【参加費】無料　【問合せ】鳥の博物館 04-7185-2212

DNAから明らかになったキジバトの進化史

鳥の博物館 https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/
山階鳥類研究所 http://www.yamashina.or.jp/ 日本で最も身近な鳥の一つのキジバト

近年、DNAの研究によって様々な事が分かるよう
になりました。親から子へ遺伝するというDNAの
性質を利用して、過去数百万年の進化の歴史（進
化史）を推定する事も可能です。今回は、身近な鳥
であるキジバトのDNAを調査して分かった進化史
についてお話します。

山階鳥類研究所所員や博物館学芸員による講演会です。
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。

オペラ歌手 原信子(杉村楚人冠記念館提供) 河井寛次郎「白地双掌陶板」
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～手賀沼湖畔のおいしいパン屋さん～

　　水辺のサフラン
　　我孫子店

水の館プラネタリウム

問

所

我孫子市手賀沼親水広場 水の館
℡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

3 19
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星空コンサート 星空コンサート 

①13:00~
②15:00~

「irodori」
～ソノライフ・LIVE～

水の館プラネタリウムのライブが復活！
（感染状況により変更する場合があります）

※上映1時間前から発券開始
費用：300 円
※当日、定期上映は行いません。
定員：先着28 名（小学生以下保護者同伴）
解説：駒井 仁南子さん

遊覧船で手賀沼について学ぼう！
3 25
金

10:00~／13:30~10:00~／13:30~

我孫子市のシンボル「手賀沼」を遊覧船から眺めてみませんか？
手賀沼の歴史と現状、生きものについてガイドします。

場所：「ボートセンター小池」前集合　定員：各回 30 名（要申込）
費用：無料　対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

申込：3月17日（木）～3月24日（木）
　　　手賀沼課　Tel.04-7185-1484　Fax.04-7185-5869
手賀沼課へ住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡ください。
（家族、グループの場合は全員分の氏名と年齢が必要です）

　どんだけぇ～チョコ
　　　324 円（税込）
中に口どけの良い2種類の生チョコがた～っぷり
香ばしいスライスアーモンドとの相性抜群

〈店舗概要〉
2021年9月、北柏から我孫子の手賀沼湖
畔に移転しリニューアルオープン。店前に
は手賀沼が広がり、開放的なテラス席か
らの眺望は最高！ メニューは定番のパン
やオリジナリティあふれる惣菜パン、本
格スイーツなど約 180 種類。市内外から
多くのリピーターが通う人気店です。

千葉県我孫子市我孫子新田 9-5
04-7157-2993
9:00 ～19:00
水曜日
あり（44台）

イートイン・テラス席
（ペット禁止）あり

★ドリップコーヒーマシンの挽きたてコーヒーもおすすめ　90 円（税込）

カレーパン　180 円（税込）
外はカリッと中はもちもち
自家製カレー使用で店長の自信作

岩シュー　216 円（税込）
外はサクサクのクッキー生地、
中は贅沢なWクリーム
午前中になくなることもある
定番人気商品

おいしそうな
パンがずらり

おいしそうな
パンがずらり

問
営
休
P

所

※駐車場は五本松運動広場駐車場（我孫子市岡発戸1433-2）をご利用ください。（約100台収容）
※クラブハウス側の正面入り口からは入れませんので、五本松公園向かい側奥の特設入口から入場してください。 
※場内で喫煙、飲食、ペット持ち込み、ゴルフなどの球技はできません。（清涼飲料水可）
※運動靴、ウォーキングシューズを着用してください。

3 28
月

10:00 ～16:00
（入場は15:00まで）

※雨天中止

市民観桜会第19回市民観桜会

所  我孫子ゴルフ倶楽部 13番・16 番ホールとその周辺
￥

問 我孫子の景観を育てる会℡090-6034-9149主催

100 円（小学生以下無料）申込不要
※参加費は保険料などの運営費として、「我孫子の景観を育てる会」に納入されます。

第19回

後援：我孫子市 　協力：我孫子ゴルフ倶楽部

（社）我孫子ゴルフ倶楽部のご厚意で、コース内の見事な桜を楽しめます。 
公開する13 番・16 番ホールとその周辺には、特に見事なソメイヨシノの大樹があり、
フェアウエイに沿った、松の緑と桜の薄桃色のコントラストは、目を見張るほどです。 
ウグイスとコカリナの音色を聞きながら、名門コースのフェアウエイをゆったりと散
策しませんか。 

3月18日（金）～21日（月 祝）

菜の花畑散策と　　　　　　
　　　　　頭の体操
菜の花畑散策と　　　　　　
　　　　　頭の体操
菜の花畑散策と　　　　　　
　　　　　頭の体操

10:00 ～15:00　※雨天順延

所  千葉県我孫子市根戸新田字船戸
　　 （手賀沼ふれあいライン沿い）
問   NPO 法人手賀沼トラスト℡090-9853-3862（桐石さん）
￥
P
入場無料
手賀沼ファームの駐車場をご利用ください。

菜の花畑の小路を巡り、途中の「なぞなぞ問題」に挑戦！
頭を働かせながら散策をお楽しみください。

※入場の際はマスクの着用をお願いします。
※緊急事態宣言およびまん延防止措置発出された場合は中止となります。

手賀沼ふれあい桜ライン手賀沼ふれあい桜ライン
1 手賀沼ふれあいライン

手賀沼公園

手賀沼ふれあいライン

（根戸～北柏周辺）

両側 2kmにわたって 300
本の桜並木が続きます。
手賀沼の湖面や所々に咲
く菜の花とのコントラスト
も楽しめます。

2 手賀沼公園

（千葉県我孫子市若松1）

水辺と広大な芝生、桜が
見られる我孫子随一の憩
いの公園です。桜の木は
多くありませんが、ベンチ
でのんびりと花見をしたい
方におすすめ。

4 高野山ふれあい市民農園跡地高野山ふれあい市民農園跡地

（千葉県我孫子市高野山新田）

手賀沼ふれあいラインに沿って
咲く大きな桜の木が、のびのび
と咲き誇っています。
時期が合えば菜の花とのコラボ
撮影にもおすすめ。

3 手賀沼遊歩道手賀沼遊歩道

（千葉県我孫子市高野山新田193 手賀沼親水広場周辺）（千葉県我孫子市高野山新田193 手賀沼親水広場周辺）

約 5.3km にわたって
点在する多品種の桜
を時期を追いながら
見られます。水の館
近くで見られる桜の
トンネルは人気の
フォトスポット。

5 高野山桃山公園

（千葉県我孫子市高野山 454-3）

若木の桜が多いですが、ハナモモ
なども同時に楽しめます。園内だ
けでなく、高台から手賀沼沿いの
桜を眺めることもできます。

お散歩やドライブついでに見られる桜スポットをご紹介！
ふれあいラインの桜は、手賀沼湖岸のため例年遅めに開花します。

いつもご来店
ありがとうございます！

幅広い年齢層に食べてもらえる
おいしいパンを作って
お待ちしています。

手賀沼を一望
できる！

手賀沼を一望
できる！

※新型コロナ感染症拡大防止対策を行っております。
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企画展

新聞記者として、また舞台の原作者として
杉村楚人冠が交流を持った、日本の近代
舞台芸術を切り拓いた人びと。
女優森律子、オペラ歌手三浦環・原信子、
新国劇沢田正二郎、喜劇役者曾我廼家五
郎、日本舞踊家藤蔭静枝らの資料を展示し
ます。

3月1日（火）～9月25日（日）

常設テーマ
「楚人冠が見た舞台芸術
　～オペラ・演劇・舞踊～」

3月15日（火）～5月15日（日）
「民藝運動と我孫子」

あびこDE子育ていいね！
「Peek-a-booフリマ」開催

3 26
土

10:00 ～15:00

所 あびこショッピングプラザ1階正面入口前ガーデンコート

問 あびこ市民活動ステーション　 
TEL/FAX：04-7165-4370　メール：abikosks@themis.ocn.ne.jp
開館時間 ：9:00 ～17:00　休館日：毎月第 2・4月曜日（祝日の場合は開館）

千葉県我孫子市我孫子 4-11-1

あびこの子育てが楽しくなる　 
人との輪を広げていくフリーマーケット 
あびこの子育てが楽しくなる　 
人との輪を広げていくフリーマーケット 

※お客さま、出店者の安全を考えた感染防止対策を実施しております。ご協力お願い
いたします。 
※新型コロナウイルスの感染状況や千葉県の要請により、イベントが中止となる場合が
あります。予めご了承ください。 

出店数：一般ブース・クラフトブース
　　　　計14店舗 
 大人・子どもの衣類、おもちゃ、本、
ベビー用品、雑貨、文房具、生活用品、 
手芸品、布小物、アクセサリー、菓子、
入園・入学グッズなどを予定！ 
「出張 あびじょ± 絵本コーナー」で
は、持参した絵本や児童書を 1 冊交
換できます♪ もう読まなくなった本
を持って、遊びに来てください。 

日本の鳥～収蔵標本公開～

鳥の博物館 2月5日（土）～6月26日（日）

開館 9:30 ～16:30　休館日：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、
　　　　70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

場所：鳥の博物館 2階 企画展示室

我孫子市鳥の博物館では、開館以来、日本産鳥
類全種の剝製標本の収集を目標に資料収集を
進めてきました。その結果、現在までに日本産鳥
類633種の6割ほどにあたる389種の標本を収蔵
しています。これらの収蔵標本を公開し、多様な
日本の鳥をご紹介します。

カモの仲間の標本展示テーマトーク

3 19
土

講師：望月みずきさん
（我孫子市鳥の博物館学芸員）

13:30～14:15

【参加方法】申込不要。3 月 1 日から鳥の博物館および山階鳥
類研究所ウェブサイトに動画配信サイトのリンクを掲載します。
【参加費】無料　【問合せ】鳥の博物館 04-7185-2212

DNAから明らかになったキジバトの進化史

鳥の博物館 https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/
山階鳥類研究所 http://www.yamashina.or.jp/ 日本で最も身近な鳥の一つのキジバト

近年、DNAの研究によって様々な事が分かるよう
になりました。親から子へ遺伝するというDNAの
性質を利用して、過去数百万年の進化の歴史（進
化史）を推定する事も可能です。今回は、身近な鳥
であるキジバトのDNAを調査して分かった進化史
についてお話します。

山階鳥類研究所所員や博物館学芸員による講演会です。
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。

オペラ歌手 原信子(杉村楚人冠記念館提供) 河井寛次郎「白地双掌陶板」


