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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8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。

鳥の博物館

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

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、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

企画展

開催中～10月10日（日）開催中～11月14日（日）

10/5（火）～ 10/10（日）15：00まで
「手賀沼エコマラソン四半世紀」写真展

9/18（土）13:00～ 9/26（日）
竹灯ろうの作品と活動パネル展示

開催中～ 9/15（水）17:00まで
第43回我孫子市書道連盟展PR

　「弱者へのまなざし
ー幸徳秋水・堺利彦・杉村楚人冠の交流ー」

春日や

麺屋 勝天

末廣酒店開催中～11月28日（日）

第 88回企画展
「鳥のチャンピオン」

高速飛行で知られる
ハヤブサ

杉村楚人冠宛幸徳秋水葉書（杉村家蔵）

今年は志賀直哉没後 50 年、白樺文学館開館 20 年となります。
コレクション展として後期は、昨年寄贈された山田家コレクションを
中心に紹介します。 今から 110 年前、幸徳秋水は政府の弾圧により死刑に追い込まれまし

た（大逆事件）。杉村楚人冠はその幸徳の無実を訴える秘密の手紙、
針文字書簡を受けとっていました。そして、幸徳亡き後の社会主義者を
支えた堺利彦を、楚人冠は友人として支援し続けます。
幸徳を取材した楚人冠
の記事を小説に取り込
んだ夏目漱石や、事件
を機に社会主義に関心
を持った石川啄木の手
紙も交え、「弱者へのま
なざし」を共有した人
びとの交流を描きます。

常設テーマ「白樺派と我孫子2021（後期）」

志賀直哉書「徳不孤」
（山田家コレクションより）

志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）
熱海稲村大洞台にて 山田家提供

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。

「赤とんぼ」を探そう！
10 9
土

鳥博セミナー

10 2
土

時間：10:00 ～11:00　定員：10人
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）

・自宅でお酒を楽しもう！（春日や・末廣酒店）
・紙面版！ 我孫子ら～めん紀行！（麺屋 勝天）
・手賀沼ファームで収穫体験
・市民のチカラまつり2021
・「我孫子遺産」を次世代へ クラウドファンディング募集中
・市内のお買い物でPayPayボーナス付与キャンペーン
・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）

10月のてがたん

「ハリオアマツバメの繁殖生態と渡り研究の最前線」
講師：森 さやか さん（酪農学園大学准教授）

14:00～15:30

ハリオアマツバメは世界最速で飛ぶ鳥といわれ、生活のほとんどを空中で送ってい
ます。そのため、その生態はほとんど分かっていませんが、個体数は激減している
ことが知られています。森さんたちは本種の繁殖生態と渡り生態の研究に取り組み、
ついに渡りの全経路を明らかにしました。今回は、進行中の研究の背景とこれまで
の成果、今後の展望についてご紹介いただきます。日本でのオリンピック開催にちなみ、鳥たちのい

ろいろな能力について、鳥博が “チャンピオン” を
選びます。
彼らの能力が生きるためにどのように役立っている
のか、またそのメカニズムについても紹介します。

代表的な赤とんぼの仲間のアキアカネは、全国的に数を減らしてしまっています。
どうして減ってしまったのか、アキアカネの生活から考えてみましょう。

アキアカネ

ハリオアマツバメ

参加方法：オンラインで開催します。ライブ配信を行う動画配信サイトのURLのリンクを、
鳥の博物館のウェブサイトにおよそ 1 週間前から掲載します。当日は、開始時間になりま
したらURLをクリックして視聴できます。申し込み等は不要で、定員もありません。
参加費：無料
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国道 6 号線沿いの大きな黄色い看板が目印の人気の
ラーメン店。
明るい店内と元気なスタッフが出迎えてくれます。
淡麗塩そばは、つくば茜鶏を惜しみなく使用したスープ
に利尻昆布などの沢山の乾物から旨味を凝縮して煮出し
た奥深い味が特徴。
濃厚魚介つけ麺は、鶏の旨味と数種類の魚介類を使用
し、長時間煮込んで作られ、コシのある太めの麺はつ
るつるとした滑らかな食感で、しっかりスープと絡まり、
クセになります。
自家製雲吞やチャーシュー、極太メンマなどのトッピン
グも充実。
また、勝天餃子やニンニク不使用のしそ餃子も焼き目は
かりかり、皮はもちもちしていてオススメです。
限定メニューも充実！何度も足を運びたくなるお店です。
※ラーメン、つけ麺のお持ち帰りも可能です。

Vol. 102  2021 年 9月

国道 6号

国道 356 号

久寺家

休

営
所 千葉県我孫子市並木 5-10-6

時短営業中11:00 ～20:00（L.O.19:30）
通常営業11:00 ～22:00

なし

04-7157-0070問

休
営
所 千葉県我孫子市我孫子 4-38-20

9:00 ～19:00

日曜日・祝日

04-7185-1911問

大人気企画「我孫子ら～めん紀行」
を紙面でお届け！
※新型コロナが落ち着き次第動画も更新予定です。

淡麗塩そば

濃厚魚介つけ麺

勝天餃子

※店舗の営業時間は新型コロナの影響で変動する可能性があります。詳しくは各店舗にお問い合わせ下さい。

麺屋 勝天
我孫子ら〜めん紀行！ 紙面版！

JR我孫子駅

国道 6号

国道 356 号

久寺家

JR我孫子駅

国道 356 号

都

なかなか外でお酒が飲めない昨今、自宅でちょっといいお酒を飲みながら
素敵な時間を過ごしませんか？

春日や
1963 年創業の老舗酒店。
日本全国の蔵元を自ら歩いて厳選して集めた
地酒や本格焼酎が並びます。その数、日本

酒 200 種類以上、焼酎100 種類以上。
店内は和風の落ち着いた雰囲気で、ゆっくりお酒が選べます。
店主イチオシは、選び抜かれた材料と情熱を込めて造りあげた「杜
氏 蔵座幸一作」のオリジナル焼酎シリーズ。凝縮された旨味と品格
を感じさせる香りが特徴のプレミアムな商品です。
また、地下には定温・定湿度で管理されたワインセラーもあり、稀
少なワインが並んでいます。
酒類だけでなく、手作りの調味料や健康食品も豊富な品揃え。品質
にこだわった味噌や醤油は春日やオリジナル商品です。
1983 年には、「第 7 回優良経営食料品小売店全国コンクール」にお
いて、酒販店として初めての農林水産大臣賞を受賞。
誕生日や記念日のプレゼント、自分へのご褒美としてもオススメです。

休

営
所 千葉県我孫子市布佐 3398-4

月から土 9:00 ～20:00
日 9:00 ～18:00
（店舗のみ営業、配達は休み）
祝祭日9:00 ～20:00

なし

04-7189-2693問

末廣酒店
我孫子市布佐にある地域密着型の酒店。
人気は焼酎を中心とした、量り売り。
ウイスキーや梅酒も取り揃え、容器はお客様

が繰り返し使うマイボトルスタイルでエコな取り組みに力を入れてい
ます。
また、ラベルに記載する内容や色、デザインを伝えて「オリジナル
ボトル」が作れるサービスも展開。
お店のハウスボトルはもちろん、創立記念日や父の日、誕生日など
にもおすすめです。（スパークリングワイン 2 本セット～、焼酎は都
度要相談）
個人宅でも使いやすい電源のいらない生ビールサーバーの貸し出し
もあり、設置や使い方の相談にも気軽に応じてくれます。
各地の地酒の取り扱いも豊富で、日本酒や焼酎も納得の品揃えです。

※店舗へのお問い合わせやご依頼・ご注文はお電話をご利用ください。

JR布佐駅
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千葉県我孫子市根戸1349 日暮方
Tel.090-8561-7483（手賀沼ファーム）

手賀沼ファームで収穫体験

開催期間　 9/18（土）～11月中旬　 9:00 ～15:00
　　　　　※作物の状況により期間が変更になる場合があります。

サツマイモ…1株 200 円
里芋・落花生…1株 300 円（10月中旬頃から）
畑に入って土を掘ります！
軍手、タオル、収穫物を入れる袋をご持参ください。
また、汚れてもいい靴・服装でお越しください。
※マスクの着用をお願いします。

問
所

根戸にある手賀沼ファームで秋の味覚を収穫しよう！
甘いサツマイモや、ねっとり美味しい里芋、千葉県特産落花生などを収穫して、
お持ち帰りいただけます。獲れたての味をお楽しみください。

今年のテーマは「市民活動を知ろう！つながろう！」
我孫子で活動する市民団体が様々なかたちで活動内容の紹介や報告を
行います。
生活をより豊かにする新しい発見があるかもしれません！
各展示の開催期間や会場など、詳細は市民のチカラまつり2021の
ホームページでご確認ください。

あびこ市民活動ステーション Tel.04-7165-4370問

「我孫子遺産」を次世代へ 
　　クラウドファンディング募集中

教育委員会 文化・スポーツ課
Tel.04-7185-1583（歴史文化財担当）

問

問

【受付】令和 4 年1月5日（水）まで

市内のお買い物で
　PayPay ボーナス付与キャンペーン

キャンペーンに関する問合せ：我孫子市商業観光課 Tel.04-7185-1111
PayPay のご利用に関する問合せ：PayPay カスタマーサポート窓口 Tel.0120-990-634

開催中～ 9/30（木）まで

アビシルベも
対象店舗です！

市民のチカラまつり2021
925
土

926
日 10:00～16:30

小説家、志賀直哉は名作「暗夜行路」を我孫子で執筆しました。
志賀が執筆時に使用していた書斎が、いまも手賀沼の近くに佇んでいます。
しかし、近年経年劣化が進むなかで修復が必要となっています。
今年は志賀直哉没後50 年の節目にあたる年であり、この書斎を次世代に残す
ために、皆さまのご支援をお願いいたします。
詳しくは下記 QR コードから「さとふるクラウドファンディング」のサイトをご覧
ください。

スマホ一つで簡単にキャッシュレスでお支払いいただける決済アプリ「PayPay」を

使い、市内対象店舗で PayPay 残高でお支払い頂くと最大 20％が戻ってくる！

この機会にPayPayでキャッシュレスにお買い物をしてみてはいかがでしょうか？

詳細は我孫子市のキャンペーンサイトをご覧ください。
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「鳥のチャンピオン」

高速飛行で知られる
ハヤブサ

杉村楚人冠宛幸徳秋水葉書（杉村家蔵）

今年は志賀直哉没後 50 年、白樺文学館開館 20 年となります。
コレクション展として後期は、昨年寄贈された山田家コレクションを
中心に紹介します。 今から 110 年前、幸徳秋水は政府の弾圧により死刑に追い込まれまし

た（大逆事件）。杉村楚人冠はその幸徳の無実を訴える秘密の手紙、
針文字書簡を受けとっていました。そして、幸徳亡き後の社会主義者を
支えた堺利彦を、楚人冠は友人として支援し続けます。
幸徳を取材した楚人冠
の記事を小説に取り込
んだ夏目漱石や、事件
を機に社会主義に関心
を持った石川啄木の手
紙も交え、「弱者へのま
なざし」を共有した人
びとの交流を描きます。

常設テーマ「白樺派と我孫子2021（後期）」

志賀直哉書「徳不孤」
（山田家コレクションより）

志賀直哉と山田裕（資料寄贈者）
熱海稲村大洞台にて 山田家提供

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。

「赤とんぼ」を探そう！
10 9
土

鳥博セミナー

10 2
土

時間：10:00 ～11:00　定員：10人
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）

・自宅でお酒を楽しもう！（春日や・末廣酒店）
・紙面版！ 我孫子ら～めん紀行！（麺屋 勝天）
・手賀沼ファームで収穫体験
・市民のチカラまつり2021
・「我孫子遺産」を次世代へ クラウドファンディング募集中
・市内のお買い物でPayPayボーナス付与キャンペーン
・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）

10月のてがたん

「ハリオアマツバメの繁殖生態と渡り研究の最前線」
講師：森 さやか さん（酪農学園大学准教授）

14:00～15:30

ハリオアマツバメは世界最速で飛ぶ鳥といわれ、生活のほとんどを空中で送ってい
ます。そのため、その生態はほとんど分かっていませんが、個体数は激減している
ことが知られています。森さんたちは本種の繁殖生態と渡り生態の研究に取り組み、
ついに渡りの全経路を明らかにしました。今回は、進行中の研究の背景とこれまで
の成果、今後の展望についてご紹介いただきます。日本でのオリンピック開催にちなみ、鳥たちのい

ろいろな能力について、鳥博が “チャンピオン” を
選びます。
彼らの能力が生きるためにどのように役立っている
のか、またそのメカニズムについても紹介します。

代表的な赤とんぼの仲間のアキアカネは、全国的に数を減らしてしまっています。
どうして減ってしまったのか、アキアカネの生活から考えてみましょう。

アキアカネ

ハリオアマツバメ

参加方法：オンラインで開催します。ライブ配信を行う動画配信サイトのURLのリンクを、
鳥の博物館のウェブサイトにおよそ 1 週間前から掲載します。当日は、開始時間になりま
したらURLをクリックして視聴できます。申し込み等は不要で、定員もありません。
参加費：無料


