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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）

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385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 2 19
土

講師：森本元さん
　　　（山階鳥類研究所研究員）

13:30～14:15

【参加方法】申込不要。2 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へのリン
クを掲載します。
【参加費】無料　【問合せ】鳥の博物館 04-7185-2212

さまざまな鳥の渡り
～鳥の渡り研究の発展とよもやま話～

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/

一度に11,000km以上飛ぶことが
わかったオオソリハシシギ

昨年の９月1日から1月5日
まで志賀直哉邸跡書斎
を修復するためのクラウ
ドファンディングを行って
いました。
皆さまからのご支援のも
と、10月下旬には目標金
額を達成し、最終的に　
1,288,000円のご賛同を
得ることができました。

志賀直哉邸跡書斎は現在修復工事が終わり、工事前より開放日を増やし
ていますので、散策の折白樺文学館とともにぜひ、お立ち寄りください。

鳥類の渡りの研究の発展は目覚ましいものがあり、近年の
知見に基づく国内の出版物も相次いでいます。鳥類標識調
査をはじめ、発信機やロガーといった追跡機器による研究
成果の蓄積も充実してきており、手軽に最新研究を知るこ
とができるようになってきました。演者が関わった最近の出
版物の話を含め、鳥の渡りに関する話題をご紹介します。

「手賀沼のうなきちさん」のぬりえに好きな色をぬって、オリジ
ナルのぬりえ缶バッジが作れるワークショップです。

(所要時間約20分)

アビシルベ

2 19
土

2 20
日

問  ℡ 04-7100-0014
￥  50 円（税込）※おひとり様1回￥50となります

所  我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）

10:00 ～15:00
※当日受付
※1日50 個限定
　缶バッジがなくなり次第終了

開放日：白樺文学館開館日の10時～14時　※荒天中止
問  我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 ℡ 04-7185-1583

志賀直哉邸跡書斎修復クラウドファンディングへの
　　　　　　　　ご協力ありがとうございました！

2月2日（水）～20日（日） 千葉県北西部地区文化財速報展
ミニ企画展

東葛地区の最新の文化財調査成果が
我孫子に集います。 
我孫子市を含む千葉県北西部の10市
から出土・発見された資料たちの展示
会が開催されます。展示される資料は
現代のおもちゃから縄文土器まで幅広
く、我孫子市からは、「発掘された日本
列島2021」展で好評を博した下ヶ戸貝
塚出土ミミズク土偶が出展されます。 
皆さんの足元に眠っていた歴史と、アビ
スタで対面しませんか？

足元に眠る歴史 

問  我孫子市教育委員会 文化・スポーツ課 ℡ 04-7185-1583

所  我孫子市生涯学習センター「アビスタ」
　　2階オープンスペース展示ケース
　　千葉県我孫子市若松 26-4

開館時間：9時～21時
入場無料 

※新型コロナウイルス感染症の影響により会期や開館時間に変更が生じる場合があります。 

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

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1月31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。

2/21（月）12:00～ 2/28（月）16:00
めるへん文庫原画展

2/19（土）・2/20（日）10:00～15:00
うなきちさんの缶バッジをつくろう！

2/10（木）13:00～ 2/16（水）12:00
我孫子のいろいろ八景パネル展

2/18（金）18:00～
アビスト de Night☆ 中止



唐揚げそば

合名会社弥生軒 
　  我孫子駅ホーム
　  04-7182-1239 

3月1日は 我孫子市推奨ふるさと産品を特集

さんぴん

③①
産品の日

おみやげ、ごはんのお供、匠の技…あびこのそんなこんなの自慢の品。

市をあげて推奨する品々が「我孫子市ふるさと産品」です。

大切なあの人への贈り物に、自分へのご褒美に、

ふるさとあびこの名産品はいかがですか？

自家製の麺とつゆに、どんぶり
からはみ出る大きな唐揚げは
我孫子の名物となっています。
サクサクの衣につゆがじゅわっ
と染み込んでたまりません。 

℡
所

℡
所

℡
所

黒豚入り肉みそ生姜・生姜ごはんの素・豚ねぎ味噌
スパイス香る 豚すじジンジャーカレー

　  我孫子市中里 227-3
　  04-7170-0610 

家族や大切な人に安心して食べてもらえる、
風土に根ざした食品を目指して、さまざまな
食品の開発と製造を行っています。 NEC グリー
ンロケッツ東葛とのコラボ商品「スパイス香る
豚すじジンジャーカレー」は昨年新登場。

℡
所

文学焼き・手賀しぐれ・うなきちさんのおやつ

御菓子司  福一 
　  我孫子市湖北台 8-6-2
　   04-7188-0160

我孫子や隣接する市町村の和菓子
屋の中で唯一「餡」の豆を炊くと
ころからすべて手作りしている和
菓子店です。我孫子にちなんだお
菓子を多く取りそろえています。 

℡
所

いもっこ・檸檬のバーム・手賀沼のうなきちさんプリントクッキー 

パティスリーメヌエット
湖北台店
　   我孫子市湖北台1-18-3
　   04-7188-5543 

いつも新鮮な材料でおいしい御菓子を作り、お客様
に喜んで頂くことを心がけている洋菓子店。我孫子
と湖北台に 2店舗を構えています。 
檸檬のバームは第27回全国菓子大博
覧会農林水産大臣賞を受賞しました。

ワインケーキ・おおばんロール

株式会社アビニヨン 
　   我孫子市天王台1-1-30
　   04-7182-0501  

手づくりの味、愛情のこもった
味、季節の旬の味を、小さな
キッチンからお届け。原材料を
厳選し、すべて手作りで製造し
ています。 

℡
所

我孫子市産季節の野菜カレー

インド・ネパールレストラン＆バー ハリオン
若松店　   我孫子市若松141-4 木村ビル1F
　　　　    04-7179-0799
我孫子北口店　   我孫子市我孫子1-1-24 境野ビル1F
　　　　　　　    04-7185-8082

我孫子市産の野菜をたっぷり使ったチキンカレー。
深みのある野菜の旨味と、柔らかいチキンが癖に
なります。 季節の野菜は２ヶ月ごとに変わります。 

℡
所

℡
所

うなぎ大和煮・ざっこのつくだ煮・甘口昆布

有限会社安井家
　   我孫子市本町 3-6-1
　   0120-353-698

創業昭和２年。戦後、我孫子の地
へ移り約 70 年。安井家の佃煮は、
我孫子の味として日本全国のお客
様の元へお届けしています。秘伝
のタレで仕上げる商品は贈答用に
もおすすめです。 

℡
所

我孫子コーヒー物語

焙煎職人・鈴木正美の店 The Coffee Club M’ s Company 
　   我孫子市若松139-4
　    04-7186-1857

「北の鎌倉、我孫子」をイメージしたコーヒー。
素晴らしき街「我孫子」と出逢うきっかけの一つとして
ご活用、ご愛飲ください。

現在、通販のみの営業のため店頭販売は休業中。詳細は店舗に
てご確認ください。

℡
所

あびこパイ

株式会社富井　我孫子店
　   我孫子市我孫子1-11-9
　   04-7185-3963 

白花豆とお多福豆をバターたっぷりのパイ生地で包
み焼き上げた、あとを引くサクサク感が人気のお菓子
です。我孫子店のみの限定商品となっています。 

℡
所

将門麦酒

こまいぬブルワリー
　   我孫子市中峠1177-2
　    04-7167-5583

将門所縁の地、あびこに生まれた、将門の力強さと
優しさをイメージしたクラフトビールです。
Japan Great Beers Awords 銀賞受賞商品です。

℡
所

株式会社風土食房  

我孫子店
　  我孫子市我孫子 4-1-7
　   04-7183-1122

白樺派のカレー

株式会社五味商店 
　  我孫子市本町 3-4-32
　   04-7183-7700 

柳宗悦の妻、兼子が陶芸家バーナード・リーチの
助言をうけて、カレーの隠し味に粒味噌を入れま
した。その味を再現しようと「白樺派のカレー」
が誕生しました。 

℡
所

やまつね味噌・甘酒

やまつね食品株式会社 
　  我孫子市都12-21
　   04-7189-2734 

安政二年創業「布佐の麹屋」と
して永く親しまれているお店。
よい麹を作るため、良質の米を
原料に夜間でも温度を見ながら
手をかけています。伝統の発酵
食品をお召し上がりください。 

℡
所

七宝小物

アトリエみち 
　  我孫子市新木野 3-2-10
　   04-7188-0968

七宝独特の滑らかな色面と抽象的な
作画が観る者の感受性や創造性を刺
激します。七宝でしか表現できない
世界をお楽しみください。平成 30 年
度「千葉県優良県産品」にも推薦さ
れています。 

℡
所

邦楽器・日舞の和装袋物

有限会社丸栄商店  
　  我孫子市日秀 92-15
　   04-7187-6400

京都のちりめん友禅や金襴・錦
を使用し、このみち 40 年の職人
が一つ一つ手をかけて作ってい
ます。全国でも数少ない職人の
いる専門店です。 

℡
所

うなきち焼

笑福  
　  我孫子市青山台 4-21-12
　   04-7184-8866

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」をかたどった大判焼き。 
店舗での販売はもちろん市内のイベント
へも出店しています。イベントや季節に
よって限定の味があることも！？ 焼きたて
熱々をお召し上がりください。 

℡
所

カッパ柄の浴衣・手拭・ハンカチ

オフィス SS 繁紗夢 
　  我孫子市久寺家 2-9-5
　   04-7185-4313 

手賀沼の水がきれいになるようにとの
思いを込めて、流水とカッパのデザイ
ンを水墨画の手法で描きました。 

℡
所

アビシルベ でも一部商品を購入できます！
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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
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いました。
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得ることができました。
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から出土・発見された資料たちの展示
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く、我孫子市からは、「発掘された日本
列島2021」展で好評を博した下ヶ戸貝
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所  我孫子市生涯学習センター「アビスタ」
　　2階オープンスペース展示ケース
　　千葉県我孫子市若松 26-4

開館時間：9時～21時
入場無料 

※新型コロナウイルス感染症の影響により会期や開館時間に変更が生じる場合があります。 

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

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1月31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。

2/21（月）12:00～ 2/28（月）16:00
めるへん文庫原画展

2/19（土）・2/20（日）10:00～15:00
うなきちさんの缶バッジをつくろう！

2/10（木）13:00～ 2/16（水）12:00
我孫子のいろいろ八景パネル展

2/18（金）18:00～
アビスト de Night☆ 中止




