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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11月30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。

LIVE !

1/9（日）9:00～
成人式記念フリーフォトスポット
1/10（月 祝）10:00～
新春ふるまい

12/18（土）13:00～ 12/24（金）
つまようじアートの展示

～12/16（木）13:00
クリーン手賀沼推進協議会
「手賀沼写真コンクール入賞作品展示」
12/17（金）18:00
アビスト de Night☆

所 問

Contents

我孫子インフォメーションセンター（アビシルベ）
千葉県我孫子市本町 2-1-10　℡04-7100-0014

おうちで贅沢ごはん ( 鈴木屋 / tegaré)

華やかに花で彩る ( 庭びより )

あびこん年末年始大売り出し ・ 初売り

年末年始を華やかに

おうちで贅沢ごはん ( 鈴木屋 / tegaré)

華やかに花で彩る ( 庭びより )

あびこん年末年始大売り出し ・ 初売り

年末年始を華やかに

1 10
月・祝

成人式記念
フリーフォトスポット
ご用意します！

成人式記念
フリーフォトスポット
　　　　ご用意します

1 9
日

9:00 ～ 10:00 ～
費用無料

新春ふるまい

※写真撮影以外はマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保ちながらの
　撮影にご協力お願いいたします。

成人式式典に合わせてアビシルベでは

フリーフォトスポットをご用意します。

金屏風を背景に、 友達やご家族と

特別な一枚を撮影しませんか？

おめでたい獅子舞

「手賀沼のうなきちさんどら焼き」 配布

アビシルベで新しい年をお祝いしよう！

どら焼きは先着順、無くなり次第終了です。
（お一人様お一つ限りのお渡しです）

あびこ巡りで 「歴史探訪デジタルスタンプラリー」

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します。
スタンプ 12個を集めて景品をゲットしよう！
【スタンプラリー参加方法】
  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！

アビシルベ年末年始休館のお知らせ

開催期間：12/16（木）～1/31（月）

 ～12/28（火）   29（水）・30（木）・31（金）・1/1（土）・2（日）・3（月）　　4（火）～
通常営業 休　　館 通常営業
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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）、年末年始（12/29 ～1/3）
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～2022年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）、年末年始（12/29 ～1/3）
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

開催中～2022年1月16日（日）

華 や か に 花 で 彩 る

お うちで 贅 沢 ご は ん

１月２日、３日　鉢やHAWSのジョウロなどが入ったお得な福袋を販売。

マリアージュ
-KUCHITORI （口取） -

明治12 年創業、宿場の面影を残す老舗和食店。心づくしのおもてなしと、
職人が一品一品手間と時間をかけて仕上げる日本料理をゆっくり堪能でき
ます。お祝い・法事・接待・宅配料理の利用もおすすめです。

～本格的なフレンチをリーズナブルな価格で～
旬の素材を使ったお料理は彩り豊かで美しく絶品です。ワインなど飲み物
のメニューも充実しているので、お料理に合わせてお楽しみください。

オードブル盛り合わせ

ご自宅やお気に入りのくつろげる場所で美味しいフレンチはいかが
ですか？ シェフが作るプロならでは味を食卓で楽しめます。単品
メニュー４種（500円～）、オードブルセット2～3人前（3,000円～）、
パン 2 種（300 円）より合計1万円以上で注文を受け付けます。
オードブルは予約をオススメしています。テイクアウトメニューの
詳しい内容は、HPにてご確認のほどお願いいたします。

口取とは、日本料理において、始めに出される酒の肴を云います。
海の幸と山の幸の両方を1 枚の皿に供する豪華なおもてなしの一
品です。
家族でくつろぐ心地よい時間、お気に入りのお酒を、時には料亭
の酒肴でお楽しみください。
　　※写真はイメージです。内容は仕込みによって替わります。
　　※当日の注文は、お届けの 3 時間前までにお願い致します。

宅配のみ

2,200 円 （税込）

℡  
営  

休  

所

℡  
営  
休 P  

所

04-7182-0002　　千葉県我孫子市寿1-10-21
平日・土11:00 ～19:30（L.O）※電話受付 9:00 ～
日・祝　11:00 ～17:00（L.O）※電話受付 9:00 ～
元日～1月5日まで

（それ以外は年中無休。※臨時休業有　お問い合わせください。12月28日～31日は電話受付のみ。）

予約 /ご相談　店舗・お電話で受け付けています
04-7128-8228　　千葉県我孫子市緑 2-11-33
11:30 ～ L.O 14:00／17:30 ～ L.O 21:00
火曜日、第一水曜日　　駐車場有

庭びより
素敵なお花で年末年始を華

やかに彩りませんか？

住宅街にある花屋さん。よく

咲き、長持ちする質の良い苗

が揃っています。毎月「寄

せ植えワークショップ」を開

催、お花好きに人気の講座

となっています。

12月のワークショップでは

「門松の寄せ植え」を受付中

です。

寄せ植え
2,000 円～

リース
5,000 円～

ハンキングバスケット
5,000 円～

●ワークショップ

千葉県我孫子市湖北台 4-6-18
夏時間11:00 ～18:00（6月～ 9月）
冬時間11:00 ～17:00（10月～ 5月）
火曜日・水曜日
年末年始の営業日‥年末は12 月26日まで
　　　　　　　　   年始は1月2日から
駐車場（2台）
クレジットカード、PayPay、交通系電子マネー使用可

所  
営  

休 

P  
￥  

門松の寄せ植え
3,800 円

①寄せ植えビギナー教室
　毎月第 3日曜日と翌日の月曜日
　「門松の寄せ植え」12/19、20 開催
　定員：各日2名
　持物：手袋、ハサミ
　花材は仕入れ状況によって変わります。
　※日程は要相談

①②とも予約は、電話、メール、店頭にて
℡04-7115-6990／メール hana.niwabiyori@gmail.com

②寄せ植えフリー教室
　ご都合の良い日でご予約
　お好きな苗や容器を選んで植え込みます。
　植え方や苗選びのアドバイスが受けられます。
　ハンギングバスケットを作りたい方は
　フリー教室でご予約ください。
　鉢の持ち込み可。

●初売りセール

我孫子市内のおすすめスポットに初日の出を見に行こう！
飛来中の冬鳥とのコラボ写真が撮れるかも？

滝前不動が竹灯籠で美しく彩られます。

オープニングイベント1218
土

16:00～18:00
※荒天中止

合唱や歌舞伎舞踊、琴、バンドの演奏など
お楽しみください。

「干支の灯籠」先着30 名様にプレゼント！
電飾装置は別売りになります。
お渡し：1月11日（火）10:00 ～12:00（荒天順延）

スタンプラリー「かぐやひめを さがせ！」
3つの光る竹を探したらスタンプを押して景品をGET！
※16:30 ～17:30 は、お堂の近くで景品交換しています。詳しくは参加用紙をご覧ください。

滝前不動　千葉県我孫子市岡発戸1271
※駐車場が少ないため徒歩での参加をおすすめします。

NPO 法人住み良いまちづくり研究所
℡090-6503-2084（米澤さん）

所  主催 問

「年末大売り出し・初売り」

1/5（水）・6（木）
初売り

滝前不動 新春竹宵 点灯期間：12/18（土）～1/10（月・祝）
16:30 ～22:00

あびこ農産物直売所あびこん
千葉県我孫子市高野山新田193 手賀沼親水広場

所

問 Tel.04-7168-0821

※イベント内容は告知なく変更する場合があります。 ご了承ください。

12/28（火）・29（水）・30（木）
年末大売り出し
地元野菜や果物などをお安く買えるほか、
のし餅、お米の販売もあります。

各日、1,000 円以上お買い上げの方、先着300 名様にお米 2合プレゼント！

我孫子市初日の出スポット

・手賀大橋（千葉県道 8号線我孫子若松交差点付近）
・手賀沼遊歩道（千葉県我孫子市高野山新田手賀沼沿い）
・五本松公園（千葉県我孫子市岡発戸）
・高野山桃山公園（千葉県我孫子市高野山 454-3）

4選

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
企画展

昨年新型コロナウイルス対策の臨時休館
で中断した展示が復活！　出家せずに
禅の修行ができる「居士禅」を広め、
海外にまで広がる禅の普及の先駆けと
なった円覚寺の釈宗演と、楚人冠をは
じめ、夏目漱石や鈴木大拙といった彼の
指導を受けた人びとの交流を描きます。

「禅」が結んだ人びと
 ―釈宗演と楚人冠の周辺―

鳥の博物館

開館 9:30 ～16:30　
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29 ～1/4）
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

第17回
友の会展

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会です。毎月第二土曜日に開催しています。 

「もっと知りたいユリカモメ」 1 8
土

12月11日（土）～2022年1月16日（日）
場所：鳥の博物館 2階企画展示室

「大空に展示したい！クマタカ凧
　　　　～鳥凧ができるまで～」 

鳥の博物館友の会が企画する市民参加型の企画展です。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、日頃の活動の成果を展示します。今回は特に
鳥凧同好会による鳥凧制作の様子を詳しく紹介します。

時間：10:00 ～11:00 　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） 
電話申し込み：04-7185-2212（鳥の博物館） 　定員：10人

手賀沼の代表的な冬鳥のユリカモメを観察しながら、
彼らの渡りや生態、古来からの人とのかかわりについ
て紹介します。（申込受付は1月5日から） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により中止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。

ユリカモメ

写真セット例は

16,500 円 （税込）
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金屏風を背景に、 友達やご家族と

特別な一枚を撮影しませんか？

おめでたい獅子舞

「手賀沼のうなきちさんどら焼き」 配布

アビシルベで新しい年をお祝いしよう！

どら焼きは先着順、無くなり次第終了です。
（お一人様お一つ限りのお渡しです）

あびこ巡りで 「歴史探訪デジタルスタンプラリー」

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します。
スタンプ 12個を集めて景品をゲットしよう！
【スタンプラリー参加方法】
  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！

アビシルベ年末年始休館のお知らせ

開催期間：12/16（木）～1/31（月）

 ～12/28（火）   29（水）・30（木）・31（金）・1/1（土）・2（日）・3（月）　　4（火）～
通常営業 休　　館 通常営業


