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Vol.101（2021 年 8月 10 日発行）Vol.101（2021 年 8月 10 日発行）

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）

・夏のスタミナ飯！「RIVER SIDE-リバーサイド-」

・紙面版！我孫子ら～めん紀行「麺屋 見うち」

・オンラインで開催！「第14回あびこカッパまつり」

・角松旅館「はすの花のおもひでランチ」

・旧井上家住宅の風鈴

・我孫子市3館イベント情報
  〈白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館〉

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7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）

8/31（火）～ 9/7（火）
カヌーにふれてみよう！

8/10（火）～ 8/16（月）12:00まで
我孫子市岡発戸・都部の谷津風景と昆虫展

8/21（土）13:00～ 8/28（土）17:00まで
第14回あびこカッパまつり展

9/1（水）12:00～ 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」

RIVER SIDE -リバーサイド- 麺屋 見うち

あびこカッパまつり 旧井上家住宅の風鈴角松旅館「はすの花のおもひでランチ」

開催中～11月28日（日）第 88回企画展
「鳥のチャンピオン」
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。

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。

てがたん樹木検定・夏編

生きものたちの「護身術」

テーマトーク

13:30 ～14:15

8 21
土

8 14
土

9 11
土
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。

「いかに自分の遺伝子を残すか
　　　～シジュウカラの繁殖戦略～」

参加方法：鳥の博物館および山階鳥類研究所の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。

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）

講師：油田 照秋（山階鳥研保全研究室研究員）

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/）
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2021年2月オープン。煮干しスープがおいしいラーメン店。
こだわりのスープは奥深さを伝えたいと昆布と鰹節、煮
干しのバランスを10 年の歳月をかけて研究、完成させま
した。
また、焼豚やメンマ等の定番具材のほかに、厳選野菜を
使用しているのが特徴です。なかでも塩こうじ揉みの千
切り人参は見うちオリジナル。
煮干しスープとほんのりあまい人参は相性抜群です。
基礎代謝アップやむくみ改善など、健康を意識したメ
ニューにはラーメン以外にもゆずが香るゆで餃子などが
あります。
アイデアや探求心豊富な店主は話しやすく居心地良い雰
囲気。
お子さま連れにもゆっくり食事がたのしめるよう対応して
います。詳しくは店舗に直接お問合せ下さい。

手賀沼に咲いていた蓮の花を偲ぶ “れんこん懐石” をお楽しみいただけます。

角松旅館では蓮の花を育てています。手賀沼ほどではありませんが懐石と共に蓮の花も

ご覧いただけます。

懐石の他、女将オリジナル「食前酒の飲み比べセット」も別料金でご用意しています。

Vol. 101  2021 年 8月

我孫子ら〜めん紀行！ 

“デカ盛りの店” としてメディアにも多く登場する我孫子の有名店。
我孫子市最東端の手賀川沿い -リバーサイド - に店を構えています。

常連客のリクエストで作られた “スペシャルシリーズ” は、ボリューミーな
デカ盛りワンプレート！
普通盛りの他、お一人で完食を目指す中盛り・大盛りのチャレンジメニュー
があります。
「もっと食べたい」という意見を取り入れていくうちにどんどん大きくなって
しまったとか。

“スペシャルシリーズ”の中でも特に人気なのが、店主こだわりの甘めケチャッ
プソースのナポリタンと香辛料が効いたドライカレーのコンビ「布佐駅前交
番スペシャル」。
その他ナポリタン＆ピラフの「デビちゃんスペシャル」、
ピラフ＆ミートソースの「パンチくんスペシャル」など、
種類豊富でネーミングも楽しい！

また、開店から1時間の間だけ注文できる限定メニュー
「モーニングセット」は超厚切りトースト・目玉焼き・
ナポリタン・ドリンクが付いてとってもお得！
朝からガッツリ食べたいという方におすすめです。

テイクアウトもボリューム満点。
ラーメンを除くすべてのメニューが対象です。

デカ盛りスタミナ料理で夏を乗り切ろう！

休
営
所 千葉県我孫子市布佐 3804-2

10:00 ～21:00

毎月7日 , 17日 , 27日

04-7189-1949

有

問
P

紙面版！

麺屋 見うち

我孫子東高

手賀川

布佐駅JR 成田線

手賀沼ふれあいライン

RIVER SIDE  - リバーサイド -
夏のスタミナ飯！

手賀沼ふれあいライン

東我孫子駅
JR 成田線

天王台駅↑

布佐駅前交番スペシャル

モーニングセットテイクアウト

休

営
所 千葉県我孫子市東我孫子2-34-8

11:30 ～14:30
18:00 ～22:30（ L.O.22:00）
月曜夜

090-1219-3715

有
問
P

大人気企画「我孫子ら～めん紀行」を紙面でお届け！
今後も単発で我孫子市内のラーメンを紹介していきます！  ※新型コロナが落ち着き次第動画も更新予定です。

煮干塩らーめん

ゆで餃子

豚骨らーめん

あびこカッパまつり第14回
オンラインで開催！ 新型コロナウイルス感染防止の観点から、

今年は展示とオンラインで開催します！

名前：あびか…“あびかちゃん”って呼んでほしいっちゃ♡
性別：女の子…年齢はナイショだっちゃ！
出身：我孫子市手賀沼… I L♡VE 手賀沼だっちゃ♪
特技：ダンス…河童音頭とカッパダンスが得意だっちゃ！

「第 14回あびこカッパまつり」の詳しい情報は
公式ホームページからご覧ください。

みんな～
よろしくだっちゃ～！

過去開催時の様
子

過去開催時の様子

カッパWEB  8/21（土）～8/28（土）

あびこカッパまつり実行委員会
mail：abikokappa@gmail.com
FAX：04-7128-4243

問

あびこカッパまつりイメージキャラクター

“あびかちゃん”
あびかちゃんはかわいいカッパの女の子！
今回はあびかちゃんのプロフィールを大公開しちゃいます。

頭の上（カッパなのでお皿？）には手賀沼と2羽の鳥がのっています。
黒い方は我孫子市の鳥オオバンです。
おしゃれが大好きなあびかちゃん。我孫子市の花ツツジの髪飾りと、
市章模様の浴衣でいつもおめかししています。
あびかちゃんのグッズはアビシルベで販売中！ 是非手に取ってみてくださいね。

角松旅館

「はすの花のおもひでランチ」

期間：開催中～ 9/3（金）まで　※平日のみ

時間：11:30 ～ 14:00（詳細はお問い合わせ下さい）

料金：お一人さま　4,000 円（税・サービス料込）

御予約・問合せ：角松旅館　千葉県我孫子市本町 3-4-25　Tel.04-7182-1335

旧井上家住宅の風鈴

所 旧井上家住宅 千葉県我孫子市相島新田1 教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課
Tel：04-7185-1583（歴史文化財担当）

問

※お受けできない日もございます。必ずご予約をお願いいたします。

江戸時代の末期から現存し、市の指定文化財にも指定されている
「旧井上家住宅」では市民の方から寄贈された風鈴を飾っています。
夏の心地よい風に吹かれて鳴る、涼しい音色を今年もお楽しみくだ
さい。風鈴は 9/26（日）までご覧いただけます。
※天候等場合により開催期間が前後する可能性がございます。

我孫子駅南口ロータリーに竹灯籠が出現！
また、駅前通り歩道植栽には、市内幼稚園の
子どもたちが描いたあびかちゃんの灯籠も燈ります。
暖かい光が夕暮れの我孫子を彩ります！

我孫子駅南口駅前大通りに “あいことば” が現れます。すべて見つけると景品がもらえるかも？！
「あいことばをさがしてね」のチラシと景品はアビシルベでお配りしています。是非参加してね！
また、アビシルベではカッパまつり歴代ポスターや写真、市内幼稚園の子どもたちのぬりえを展示。
カッパ週間限定！ ひんやり甘くて美味しい「あびかのアイスメロンパン」の販売もあります！

YouTube＜あびこカッパまつりチャンネル＞で盛り上がろう！
★市内小学校＆団体による河童音頭！
★市内のダンスグループによるカッパダンス！
★市内高校生＆市民グループによるバンド演奏！
様々な動画でカッパまつりを盛り上げます。
涼しい室内で心は熱く楽しもう！

カッパ週間  8/21（土）～8/28（土）

カッパ月間  開催中～8/28（土）

※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。



4 アビプレ101号（2021年8月10日 発行）　　編集・発行／我孫子インフォメーションセンター指定管理者 株式会社エヌケイサービス　　印刷／（有）マエダ印刷 Go to next page

Contents

CHIBA

ABIKO

CHIBA
品川

東京

柏 成田

我孫子
取手

上
野
東
京
ラ
イ
ン

常磐線 成田線

ABIKO

松戸

上野

Vol.101（2021 年 8月 10 日発行）Vol.101（2021 年 8月 10 日発行）

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）

・夏のスタミナ飯！「RIVER SIDE-リバーサイド-」

・紙面版！我孫子ら～めん紀行「麺屋 見うち」

・オンラインで開催！「第14回あびこカッパまつり」

・角松旅館「はすの花のおもひでランチ」

・旧井上家住宅の風鈴

・我孫子市3館イベント情報
  〈白樺文学館・杉村楚人冠記念館・鳥の博物館〉

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7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）

8/31（火）～ 9/7（火）
カヌーにふれてみよう！

8/10（火）～ 8/16（月）12:00まで
我孫子市岡発戸・都部の谷津風景と昆虫展

8/21（土）13:00～ 8/28（土）17:00まで
第14回あびこカッパまつり展

9/1（水）12:00～ 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」

RIVER SIDE -リバーサイド- 麺屋 見うち

あびこカッパまつり 旧井上家住宅の風鈴角松旅館「はすの花のおもひでランチ」

開催中～11月28日（日）第 88回企画展
「鳥のチャンピオン」
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。

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。

てがたん樹木検定・夏編

生きものたちの「護身術」

テーマトーク

13:30 ～14:15

8 21
土

8 14
土

9 11
土
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。

「いかに自分の遺伝子を残すか
　　　～シジュウカラの繁殖戦略～」

参加方法：鳥の博物館および山階鳥類研究所の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。

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）

講師：油田 照秋（山階鳥研保全研究室研究員）

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/）


