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Vol.99（2021 年 6月 10 日発行）Vol.99（2021 年 6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）

・きれいなメダカを飼ってみよう！

　我孫子市初！メダカ専門店「あびこ魚園」

・6月15日は千葉県民の日！

　我孫子市内入館料・利用料無料施設&チーバくんと解く！東葛6市のナゾ？

・あびこDE子育ていいね！ブック【peek a boo】配布中

・我孫子市3館イベント情報（鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館）

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！

志賀直哉原稿「思ひ出すリーチのこと」

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前期は旧白樺文学館コレクションを中心に紹介します。

本誌で掲載の情報は5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

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

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

テーマ展示

幕末維新期の横浜で発行された新聞を復刻した本

杉村楚人冠の蔵書コレクション
「ジャーナリズム文庫」から、新聞の
歴史がわかる本と、楚人冠の同僚
たちが書いた本を展示します。楚人
冠が集めた本から、新聞の歴史を
のぞいてみましょう。

開催中～6月27日（日）
常設テーマ

開催中～7月11日（日）

「白樺派と我孫子2021」（前期）　

7/3（土）～ 7/11（日）16:00まで
懐かしの映画ポスター展第22回
「篠田正浩監督卒寿記念&
　岩下志麻出演映画ポスター展」

開催中～6月27日（日）

特別企画「日本の鳥～収蔵標本公開～」
7月17日（土）～11月28日（日）第 87回企画展

「鳥のチャンピオン」

テーマトーク

13:30 ～14:15

6 19
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。

6/18（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆

「楚人冠の本棚
楚人冠のジャーナリズム文庫」
「楚人冠の本棚
楚人冠のジャーナリズム文庫」

こぼれ話を
Twitterで公開中！
是非ご覧ください。

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。

「冬眠に似た体温低下、
　　　　　　　鳥のトーパーとは？」

※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。

「これを食べたのは誰？
　～食べ跡から生き物を探そう～」

植物をじっくり見ると、穴やこぶや削
られた跡が見つかります。これはいっ
たい誰のしわざか、探偵のように謎解
きに挑戦してみましょう。

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。
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/）

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）

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
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土

華蕾
つぼみ

紫陽花
あじさい

夜桜
よざくら サタン（黄）
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○チーバくんと解く！東葛6市のナゾ？

2

きれいなメダカを飼ってみよう！

成田線の線路沿いにあるメダカ専門店。
大きなビニールハウスの中で様々な品種のメダカが育てられています。
普段見かけるヒメダカとは違い、色も形もとても優美！実際に個体を見て購入することができます。
飼育で分からないことや、気になることがあれば気軽に聞いてみましょう！丁寧に教えてもらえるので安心です。

この他多数の品種を販売中！
これから更に品種を増やしていく予定。
とりあえず見るだけでもOK！
気になるメダカを探してみよう！

　　松 戸 市…21世紀の森と広場、戸定が丘歴史公園
　　野 田 市…清水公園、郷土博物館
　　柏　　市…道の駅しょうなん、あけぼの山農業公園
　　流 山 市…流山おおたかの森駅前観光情報センター、流鉄流山駅、流鉄平和台駅
　　我孫子市…手賀沼親水広場 水の館、生涯学習センター アビスタ
　　鎌ケ谷市…市制記念公園、ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

6月15日は千葉県民の日！
県民の日はお得がいっぱい！市内で入館料・利用料が無料になる施設をご紹介します。

我孫子市民体育館...................................... Tel：04-7187-1155（要事前予約）
手賀沼公園ミニ鉄道・手賀沼周遊レンタサイクル
.................................................................. Tel：【平　日】04-7188-2204
.................................................................. 　　 【運行日】090-4520-3603
手賀沼親水広場 水の館プラネタリウム .. Tel：04-7184-0555
白樺文学館 ................................................ Tel：04-7185-2191
杉村楚人冠記念館...................................... Tel：04-7187-1131
鳥の博物館 ................................................ Tel：04-7185-2212

詳しくは県民の日パンフレットをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。

あびこDE子育ていいね！ブック
【peek a boo】配布中
我孫子で子育て中の方も、これから我孫子で
子育てをしたい方も必見！
我孫子市での子育ての魅力や、お役立ち情報
がギュッと詰まった1冊です。
アビシルベでも配布中です！ぜひ手に取って
みてくださいね。

発行：あびこショッピングプラザ
応
募
方
法

パ
ネ
ル
設
置
場
所

観光スポット等13施設に「ナゾ」が書かれたチーバくんパネルが隠されています。
「ナゾ」は全部で12種類。解けた「ナゾ」の数に応じて、
地域の特産品など素敵な賞品をプレゼントします！

　　パンフレット付属のハガキを郵送または、ちば電子申請システム（web）から応募
　　詳しくはパンフレットをご覧ください。
　　問：東葛飾地域振興事務所　Tel：047-361-2111

我孫子市初！メダカ専門店「あびこ魚園」
ぎょえん

店主一押し！おすすめ品種

メダカ用語集

メダカを飼うには…

我孫子市内入館料・利用料無料施設

期間：6/15（火）～8/31（火）
※応募締切 9/14（火）消印有効

監修：鳥の博物館 学芸員　染谷 実紀

浮草タイプの水草
＜ホテイアオイ＞

ヒカリ体型で頭と尾ビレがやわらかい
黄色なのが特徴。

ヒカリ体型・ラメで白っぽい。見る角度に
より青～紫に輝く姿はまさに紫陽花。

まだら模様の体にラメが輝く。
黒い容器で特に映えます。

シックな色合いの黒いメダカ。
ヒレ長で尾ビレが黄色い。

華蕾
つぼみ

紫陽花
あじさい

夜桜
よざくら

サタン（黄）

あびこ魚園
所　千葉県我孫子市中里 220
営　11:00 ～16:00
休　木曜日（祝日の場合営業）
問　080-7093-4935（営業時間内のみ対応）

ヒカリ体型　…尾ビレがひし形で背中が白く光る
　　　　　　   タイプ
ラメ　…………名前の通り鱗がラメのようにキラキラ
　　　　　　   と輝くタイプ
ヒレ長　………ヒレが長く熱帯魚の様なタイプ、
　　　　　　   大きな飼育ケースで飼うのがお勧め
体内光　………体の内側から光る様に見えるタイプ、
　　　　　　   「ホタル」と呼ばれることも

他にもたくさんタイプがあるよ！

メダカを飼うには準備が必要です。
必ず準備を整えてから購入するようにしましょう！

必ず必要なもの

・飼育ケース・水槽…大きいものの方が、水の温度が変わりにくく
初心者向けです。（あびこ魚園でケースの販売は行っていません。
メダカを購入する前に必ず用意しましょう。）
・カルキを抜いた水…普通の水道水にはカルキが含まれています。
水道水を汲み置きして事前にカルキを抜いておきましょう。アク
アショップで販売しているカルキ抜きの薬剤を使うのも有効です。
・メダカの餌…メダカの口はとても小さい！細かいメダカ用の餌を用
意しましょう。

気をつけること
・飼育ケース・水槽の置き場所…光があたる明るい場所におきます。
ただし、直射日光が長く当たり水温が上がってしまうとメダカが
死んでしまいます。特に夏場はケースの置き場所を変えたり、遮
光ネットを使う等工夫しましょう。
・餌やり…1分で食べきれる量を1日2～3回与えます。
・水換え…一週間に1回、全体の1/3 の水を換えます。新しく入れ
る水もカルキを抜いておきましょう。

とても大切なこと
　飼育用のメダカや水草は絶対に水路や池・沼・川に放したり、
捨ててはいけません。
　もともと生息している生き物を守るために、最後まで責任を持っ
て飼育しましょう。

・濾過装置・ポンプ…水質や水温、水中の酸素を保ちます。
・水草…メダカの隠れ場所になったり、卵を産み付ける場所になり
ます。繁殖をしたい場合は必ず用意しましょう。お勧めはホテイ
アオイやマツモなど。

あったほうが良いもの



4 アビプレ99号（2021年6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.99（2021 年 6月 10 日発行）Vol.99（2021 年 6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）

・きれいなメダカを飼ってみよう！

　我孫子市初！メダカ専門店「あびこ魚園」

・6月15日は千葉県民の日！

　我孫子市内入館料・利用料無料施設&チーバくんと解く！東葛6市のナゾ？

・あびこDE子育ていいね！ブック【peek a boo】配布中

・我孫子市3館イベント情報（鳥の博物館・白樺文学館・杉村楚人冠記念館）

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！

志賀直哉原稿「思ひ出すリーチのこと」

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前期は旧白樺文学館コレクションを中心に紹介します。

本誌で掲載の情報は5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

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

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

テーマ展示

幕末維新期の横浜で発行された新聞を復刻した本

杉村楚人冠の蔵書コレクション
「ジャーナリズム文庫」から、新聞の
歴史がわかる本と、楚人冠の同僚
たちが書いた本を展示します。楚人
冠が集めた本から、新聞の歴史を
のぞいてみましょう。

開催中～6月27日（日）
常設テーマ

開催中～7月11日（日）

「白樺派と我孫子2021」（前期）　

7/3（土）～ 7/11（日）16:00まで
懐かしの映画ポスター展第22回
「篠田正浩監督卒寿記念&
　岩下志麻出演映画ポスター展」

開催中～6月27日（日）

特別企画「日本の鳥～収蔵標本公開～」
7月17日（土）～11月28日（日）第 87回企画展

「鳥のチャンピオン」

テーマトーク

13:30 ～14:15

6 19
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。

6/18（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆

「楚人冠の本棚
楚人冠のジャーナリズム文庫」
「楚人冠の本棚
楚人冠のジャーナリズム文庫」

こぼれ話を
Twitterで公開中！
是非ご覧ください。

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。

「冬眠に似た体温低下、
　　　　　　　鳥のトーパーとは？」

※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。

「これを食べたのは誰？
　～食べ跡から生き物を探そう～」

植物をじっくり見ると、穴やこぶや削
られた跡が見つかります。これはいっ
たい誰のしわざか、探偵のように謎解
きに挑戦してみましょう。

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。

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/）

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）

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

7 10
土

華蕾
つぼみ

紫陽花
あじさい

夜桜
よざくら サタン（黄）


