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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
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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12月29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。

おせちのあとは
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・人気とんかつ店 50周年記念弁当 (とんかつさとう)

・我孫子らーめん紀行展～第2 弾～

・我孫子市 3 館イベント情報

　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

白樺文学館

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00 まで）
休館日：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～2月27日（日）

「山田百合子と原田京平
　―我孫子への物語―」

杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　
休館日：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

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

1月18日（火）～3月13日（日）

志賀直哉の姻族山田家。志賀直哉と同世代
の山田百合子と原田京平はともに歌人でし
た。その 2 人をつなぐ雑誌が今回発見され
ました。雑誌『白檮（しらがし）』。我孫子
でつながった物語をご紹介します。 

『白檮』3巻 3号
表紙絵　原田京平（個人蔵） 

企画展テーマ展示

今回のてがみ展は、杉村楚
人冠の随筆にその名前が登場
してくる友人たちからのてが
みをご紹介。
楚人冠の周りにいた、個性的
な面々のことを知っていただ
ければと思います。

「てがみ展
　楚人冠の随筆に登場する人々」

鳥の博物館
第17回友の会展

テーマトーク 標本から鳥の翼の換羽を調べる
　～先島諸島産のキンバトの調査115

土

開催中～1月16日（日）

開催中～1月31日（月）
「大空に展示したい！クマタカ凧～鳥凧ができるまで～」 
鳥の博物館友の会の企画による展示です。友の会には、
鳥凧同好会・デジカメ同好会・鳥絵同好会・みて歩こう会・
万葉集同好会・しちじゅうにこうの会があります。
展示では、各同好会の活動成果を紹介します。今回は、
特に鳥凧同好会にスポットを当て、クマタカ凧の制作過程
を詳しく紹介します。 

場所：鳥の博物館 2階企画展示室

13:30～14:15
講師：平岡考さん
　　　　（山階鳥類研究所広報コミュニケーションディレクター）

1 月 7 日から鳥の博物館（https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/）および山階鳥類研究
所ウェブサイト（http://www.yamashina.or.jp/）に動画配信サイトのリンクを掲載します。

キンバトの雄（撮影：仲地邦博氏）

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中止・変更の可能性もありますので、事前に鳥の
博物館のウェブページ（https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/）で確認してください。

カルピス創業者三島海雲の絵葉書（杉村家蔵）

＼あびこ巡りで／
歴史探訪デジタルスタンプラリー

【スタンプラリーの参加方法】
❶我孫子市観光アプリ「あびこ
巡り」を無料ダウンロード

❷トップ画面右下「スタンプラ
リー」ボタンから参加登録

❸チェックポイントに設置された
QR コードをスキャンしてスタ
ンプを集めます

手賀沼のうなきちさん オリジナ
ル缶マグネット

　　　　　をもれなくプレゼン
ト！ （非売品）

鳥類標本を使ってできる調査の中から、換羽の調
査についてお話します。多くの鳥の羽は一年に最低
一回生え替わりますが、生態などと関連していろい
ろな生え替わりの方式があります。今回はキンバト
の剥製標本を使って調査した結果をお話しします。

参加費：無料　参加方法：申し込み不要
問合せ：鳥の博物館（04-7185-2212） 

LIVE !

1/11（火）～1/20（木）
我孫子らーめん紀行展～第2弾～

1/10（月 祝）10:00～
新春ふるまい

2/4（金）15:00～ 2/9（水）15:00
手賀沼ポスターコンクール作品展示

1/21（金）18:00～
アビスト de Night☆

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」で、我孫子市内の歴史を

巡るデジタルスタンプラリーを開催中！

スタンプ6個で缶マグネットプレゼント！ 12個すべて集めた

先着30名様に景品プレゼント！
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とんかつ さとう
50 周年記念メニュー 2022 

第 1弾から第 4弾まで各期間限定で販売！ 

手賀沼公園近くに開業して 50 年。揚げたての美味
しいとんかつを低価格でいただける名店。新鮮な
豚肉は千葉県・茨城県産、揚げ油はラードと白絞
油（大豆油）を使用。サクサクの衣に包まれた香り
豊かな肉はジューシーでやわらかく脂身まで美味し
いのが特徴。テイクアウトも種類豊富でおすすめ。 

所  千葉県我孫子市白山1-7-7白山シャトー1F 

℡  04-7182-3574 

営  11:30 ～14:30（L.O.14:00） / 17:30 ～21:30（L.O.21:00） 

休  毎週水曜日、第1・2 木曜日

 P   なし 

おかげ様でとんかつさとうは、

先代の希願だった50周年を

迎えることができました。

感謝の気持ちで記念メニュ

ーをご用意しました。長きに

わたりご愛顧いただきありがと

うございます。

明るくスッキリした店内

ランチ定食の
一例

50 周年記念第 1弾
「ダブルかつ弁当」

（3月まで）

店主からのお礼コメント 

テイクアウト価格 ￥2,000（税込）
店内価格 ￥2,050（税込）

水の館プラネタリウム 新番組がスタートします！
1/22（土）～ 4/10（日）
上映：土・日・祝日

平日は団体上映のみ受け付けています。※2日前までに要予約
定員：28 名（1時間前から発券、席の間隔をあけてのご案内）
費用：100 円（中学生以下無料）

冬の大三角

「メランポスの涙」
メランポスはギリシャ神話で語られる賢い
猟犬です。そんなメランポスに悲しい出来
事が起こります。冬の夜空に輝く「こいぬ
座」にまつわるお話を紹介します。

「今夜、なにがみえるかな（2022冬～春）」 
冬の星空は明るい星も多く、澄んだ夜空に
ひときわ輝きを強めます。全天にある 88
星座の中でも見つけやすい、オリオン座。
そして大きく描かれる冬の大三角。 
見つけやすい星座を紹介しながら、夜空の
楽しみ方を解説します。

テーマ番組

星空解説

問  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）
所  水の館 3Fプラネタリウム  千葉県我孫子市高野山新田193

2 5
土

桜島美湯豚のロースかつ・上ヒレカツ・
エビフライ・カニの爪のフライ・ホタテ
貝柱ソテー・煮物などが入ったボリューム満点
の豪華弁当。テイクアウト、店内飲食ともに前日まで
に要予約。

手賀沼が見える！

ボリューム満点！

10:00／13:00／15:00  

11:00／14:00／16:00  

受付：水の館 3Fプラネタリウム 
内容：星空の見方を学ぶ講座と星空観望会 
　　　※雨天・曇天の場合、観望会中止（プラネタリウム番組観賞）
定員：先着28人　※小学生以下は保護者同伴 
費用：100 円（中学生以下無料）
持ち物：防寒着 
申込・問合せ：手賀沼親水広場 水の館 ℡04-7184-0555

星空たんけん観望会
「オリオン大星雲とすばるを

　ハイアマチュア望遠鏡で見よう！」

要申込
1/17（月）～

17:30 ～19:30
（17:15 受付開始）

我孫子ら〜めん紀行展 〜第 2 弾〜 
アビシルベで取材した我孫子市内の “美味いラーメン店”10 店舗をピックアップ！　食レポ動画の放映、店主イチ押しの麺メニューもご紹介します。

P
休
営
所℡
所 千葉県我孫子市本町 2-3-5
04-7182-6568　
11:30 ～15:00 / 17:00 ～23:00　
年中無休
なし

海華 種類豊富な中華料理をリーズナブル
な価格で楽しめる人気店。
山椒の香りがたまらない「山椒担々
麺」は、海華特製の味噌を使用し辛
さの中にも旨味があり癖になる逸
品。もっと痺れたいという方は山椒
の追加も。

山椒担々麺 ￥820（税込）

P
休
営
所℡
所 千葉県我孫子市泉17-37
04-7183-0633
11:00 ～14:30 
金曜日
有（5台）

麺や たけまさ 赤坂にある名店の味を忠実に再現し
た担々麺にはファンが多数！
「特製担々麺」には味玉・チャーシュ
ー・チンゲン菜などがトッピングされ、
食べ応え満点！ 濃厚な胡麻だれと動
物系のスープを合わせて仕上げた濃厚
スープに、中太縮れ麺が良く絡む。

特製担々麺 ￥1,200（税込）

P
休
営
所℡
所 千葉県我孫子市布佐 2575-3
04-7189-0389
11:00 ～15:00
水曜日
有（6台）

イシヰ飯店 地元の方から長年愛される名店。
カウンターのみの店内は昔ながら
の雰囲気。
中太の麺に鶏ガラ・昆布などから
作られた塩味のあっさりスープの
「タンメン」は、野菜たっぷりで食べ
応え抜群！

タンメン ￥600（税込）

P
休
営
所℡
所 千葉県我孫子市湖北台1-13-21
04-7188-0776
11:30～20:30
なし  ※火曜日は15:00まで
なし

中華料理 若 定番の中華から創作中華まで多彩な
メニューを楽しめる人気店。
人気の「高菜あんかけラーメン」は、
あっさりした塩味のスープで野菜と高
菜をさっと炒めたあんがたっぷり！ 喉
越しの良い細麺によく合い癖になる美
味しさ。麺は松戸の佐藤製麺を使用。

高菜あんかけラーメン ￥1,050（税込）

P休

営
所℡
所 千葉県我孫子市緑 2-11-33
04-7165-2295
11:30 ～14:30
/18:00 ～22:00（L.O. 21:40）
火曜日　　　有

横浜らーめん 寿三家 こってりスープとあっさりスープを選べる
家系ラーメン店。家系御用達の酒井製
麺を好みの固さにゆで上げ提供してく
れる。「濃厚とんこつラーメン全部入り」
は王道トッピングがてんこ盛り！ ホロっ
と崩れるほどやわらかいチャーシュー、
濃厚スープ、麺のバランスが最高！

濃厚とんこつラーメン全部入り ￥1,150（税込） P
休
営
℡
所 千葉県我孫子市天王台2-2-33
04-7183-3737
11:30～14:00 / 17:00～21:30
月曜日・第 3火曜日
有（5台）

チャイニーズダイニング えん あたたかみのある落ち着いた雰囲気
で、本格中華を堪能できるお店。
人気メニューの「担々麺」は、自家製
胡麻だれ、干しエビ、ザーサイの深い
旨味が引き出された逸品。国産豚肉
の肉味噌と最後にまわしかける自家
製ラー油の辛みが癖になるおいしさ。

担々麺 ￥900（税込）

P休
営
所℡
所 千葉県我孫子市布佐 3060-12
04-7113-4968
11:30～15:00 / 18:00～20:30（L.O. 20:00）
木曜日　　　有（1台）

らーめん 元気 浅草開化桜のストレート細麺を使
用。オススメは「特製魚介塩らーめ
ん」。エグ味が出ないよう別々に仕上
げた魚介と鶏ガラのダブルスープが
特徴。トッピングは口の中でほぐれ
るチャーシューに半熟煮卵、下味の
ついた茄子など。柚子胡椒を加えて
味の変化を楽しむのもお忘れなく！

特製魚介塩らーめん ￥950（税込）

P休

営
所℡
所 千葉県我孫子市寿2-27-31
04-7139-7311
11:30 ～15:00（L.O. 14:00） 
/ 17:00 ～23:00（L.O. 22:00）
日曜日・祝日　　有（4台）

Aloha Farm ハワイの雰囲気が漂うお洒落な店内
で、美味しいハワイ料理がいただけ
るHawaiian Cafe & Bar 。
エビ出汁がきいた塩味であっさりと
した味のハワイのラーメン「サイミ
ン」がおすすめ。エビ出汁のコクがた
まらない美味しさ。

サイミン ￥858（税込）

P休
営
所℡
所 千葉県我孫子市若松170-6
04-7161-2461
11:00 ～15:00（L.O. 14:45）
水曜日　　　有

煮干しだし醤油ラーメン 桂 柏の “大勝”、松戸の “まるき”で修業
した店主が作る、「煮干しだし醤油
ラーメン」と「チャーハン」が人気の店。
麺は草村商店の草村製麺（中太の縮
れ麺）を使用。煮干し 4 種にカツオと
サバの節、野菜、豚骨を加えて作った
スープはすっきりとして麺と絡むと絶
品！ 最新情報はTwitterで要確認。

煮干しだし醤油ラーメン ￥750（税込）

P休

営
所℡
所 千葉県我孫子市柴崎台1-10-8
04-7128-6115
【月～金】11:00 ～15:00 
　　　   / 17:00 ～24:00（L.O. 23:30）
【土日祝】11:00 ～24:00（L.O. 23:30）
なし　　　なし

泰山逸品 天王台駅北口から徒歩 1 分の賑わ
いのある中華料理店。個室やお座敷
もあり、手頃な価格もうれしい。
お店のイチオシは野菜たっぷりのモ
チモチとした麺が特徴の「麻辣刀
削麺」。辛さの調節も可。

麻辣刀削麺 ￥980（税込）

Hawaiian
Cafe & Bar

＊クレジットカード利用可（VISA・Mastercard）
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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12月29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。

おせちのあとは
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　（鳥の博物館・杉村楚人冠記念館・白樺文学館）

白樺文学館

開館 9:30 ～16:30（入館は16:00 まで）
休館日：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～2月27日（日）

「山田百合子と原田京平
　―我孫子への物語―」

杉村楚人冠記念館

開館 9:00 ～16:30（入館は16:00 まで）　
休館日：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

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

1月18日（火）～3月13日（日）

志賀直哉の姻族山田家。志賀直哉と同世代
の山田百合子と原田京平はともに歌人でし
た。その 2 人をつなぐ雑誌が今回発見され
ました。雑誌『白檮（しらがし）』。我孫子
でつながった物語をご紹介します。 

『白檮』3巻 3号
表紙絵　原田京平（個人蔵） 

企画展テーマ展示

今回のてがみ展は、杉村楚
人冠の随筆にその名前が登場
してくる友人たちからのてが
みをご紹介。
楚人冠の周りにいた、個性的
な面々のことを知っていただ
ければと思います。

「てがみ展
　楚人冠の随筆に登場する人々」

鳥の博物館
第17回友の会展

テーマトーク 標本から鳥の翼の換羽を調べる
　～先島諸島産のキンバトの調査115

土

開催中～1月16日（日）

開催中～1月31日（月）
「大空に展示したい！クマタカ凧～鳥凧ができるまで～」 
鳥の博物館友の会の企画による展示です。友の会には、
鳥凧同好会・デジカメ同好会・鳥絵同好会・みて歩こう会・
万葉集同好会・しちじゅうにこうの会があります。
展示では、各同好会の活動成果を紹介します。今回は、
特に鳥凧同好会にスポットを当て、クマタカ凧の制作過程
を詳しく紹介します。 

場所：鳥の博物館 2階企画展示室

13:30～14:15
講師：平岡考さん
　　　　（山階鳥類研究所広報コミュニケーションディレクター）

1 月 7 日から鳥の博物館（https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/）および山階鳥類研究
所ウェブサイト（http://www.yamashina.or.jp/）に動画配信サイトのリンクを掲載します。

キンバトの雄（撮影：仲地邦博氏）

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中止・変更の可能性もありますので、事前に鳥の
博物館のウェブページ（https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/）で確認してください。

カルピス創業者三島海雲の絵葉書（杉村家蔵）

＼あびこ巡りで／
歴史探訪デジタルスタンプラリー

【スタンプラリーの参加方法】
❶我孫子市観光アプリ「あびこ
巡り」を無料ダウンロード

❷トップ画面右下「スタンプラ
リー」ボタンから参加登録

❸チェックポイントに設置された
QR コードをスキャンしてスタ
ンプを集めます

手賀沼のうなきちさん オリジナ
ル缶マグネット

　　　　　をもれなくプレゼン
ト！ （非売品）

鳥類標本を使ってできる調査の中から、換羽の調
査についてお話します。多くの鳥の羽は一年に最低
一回生え替わりますが、生態などと関連していろい
ろな生え替わりの方式があります。今回はキンバト
の剥製標本を使って調査した結果をお話しします。

参加費：無料　参加方法：申し込み不要
問合せ：鳥の博物館（04-7185-2212） 

LIVE !

1/11（火）～1/20（木）
我孫子らーめん紀行展～第2弾～

1/10（月 祝）10:00～
新春ふるまい

2/4（金）15:00～ 2/9（水）15:00
手賀沼ポスターコンクール作品展示

1/21（金）18:00～
アビスト de Night☆

我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」で、我孫子市内の歴史を

巡るデジタルスタンプラリーを開催中！

スタンプ6個で缶マグネットプレゼント！ 12個すべて集めた

先着30名様に景品プレゼント！


