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テーマ番組
「火星をみつめて」

星空解説「今夜、なにがみえるかな（2021春）」

テーマ番組
「火星をみつめて」
身近な惑星である「火星」。タコのような
火星人が想像された時代もあります。
夜空で赤く輝き、時に明るさを変化させ
る火星に人々は魅了されてきました。
番組では人類が想像してきた火星、そし
て探査機を通して見えてきた火星の様子
などをご紹介します。

有名な北斗七星から星々を辿っていくと、おとめ座を見つけることができます。
また、黄道 12 星座のかに座やしし座も春に見ることができます。暖かくなり
星の観察もしやすくなるこの季節に見られる星座や星々を紹介します。

星空解説「今夜、なにがみえるかな（2021春）」

・テーマ番組、星空解説ともに約15分間。
・平日のみ団体上映を受付。
　（2日前迄に要予約。ただし年末年始を除く）

Go to next page
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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）

・我孫子市3館×お風呂　学芸員とバスソムリエに聞く、我孫子のお風呂事情！

・水の館 プラネタリウム新番組

・我孫子市3館展示情報（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 情

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4月1日現在のものです。
新型コロナウィ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、
団体 20 名以上 2割引、70 歳以上の方・障がい者とその付添いの方 無料

前年度に実施した 30周年特別展示「日
本の鳥」では、鳥の博物館が収蔵する日
本の鳥の標本を一堂に公開したところ
大変好評でした。これに応えて再び日
本の鳥を展示します。日本の鳥 633 種
の約 6 割にあたる 385 種の標本を通じ
て、地域や環境、季節によっても異なる
日本の鳥の多様性を紹介します。

新番組 4/10（土）～7/11（日）

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

企画展

パリのイラストマップ（杉村家蔵）

一昨年ご好評をいただいた「観光案内と
地図で見る楚人冠の旅」、今回は欧米編。
海外に特派された際に杉村楚人冠が蒐集
したガイドブック、地図類を中心に、一部
関連資料を加えて、100 年前の欧米の旅を
描き出します。

開催中～6月27日（日）

常設テーマ
「観光案内と地図で見る
　楚人冠の旅  ～欧米編」

開催中～5月9日（日）

水の館プラネタリウム

問

所

我孫子市手賀沼親水広場 水の館
Tel. 04-7184-0555 （水の館施設利用窓口）

水の館 3Fプラネタリウム  
千葉県我孫子市高野山新田193

「白樺派と我孫子2021」（前期）　

4/1（木）13:00～4/15（木）12:00
あびこ桜いろいろ
「第25回ふるさとイベント大賞」
     内閣総理大臣賞 受賞展示

4/17（土）13:00～4/25（日）16:00
第21回懐かしの映画ポスター展
「ジェームズ・ディーン生誕90年記念&
和製ディーン”赤木圭一郎”映画ポスター展」

アメリカの火星探査機「バイキング」から送られてきた火星の写真。
火星の空は地球と異なり、赤っぽい色をしています。

※新型コロナウイルス感染対策とし
て定員50人を25人に減じています。
また、マスクの着用・手指の消毒・
連絡先の記入などにご協力をいただ
いております。

上映日：土・日・祝日
テーマ番組10:00 / 13:00 / 15:00  
星空解説　11:00 / 14:00 / 16:00  

3月27日（土）～6月27日（日）
特別展示
「日本の鳥～収蔵標本公開～」
特別展示
「日本の鳥～収蔵標本公開～」

テーマトーク

13:30 ～14:15

4 17
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。

講師：千田 万里子さん
　　　（山階鳥類研究所保全研究室専門員）

「その足環、いつ付けた？
　　鳥類標識調査でわかる長期生存」

参加方法：鳥の博物館および山階鳥類研究所のウエブサイトに動画配信
　　　　　サイトへのリンクを掲載します。

鳥類標識調査で分かった鳥の寿命にまつわる話題について、視聴者の皆さ
んからのリクエストも受けながら紹介します。

費用：高校生以上100 円（中学生以下無料）
定員：各回先着25 名（上映1時間前から発券。席の間隔を空けてご案内します）

4/16（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆ LIVE !

我孫子から草津へ

―志賀直哉の湯治旅
カラスの行水というけれど―

杉村楚人冠と

こだわりの入浴剤

我孫子市3館×お風呂
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我孫子市3館×お風呂
おうち時間を豊かにしてくれる“お風呂”
我孫子市3館の学芸員とバスソムリエの松永さんに
お風呂に関するお話を聞きました。

杉村楚人冠とこだわりの入浴剤

バスソムリエおすすめグッズ

湧き水を汲みやすいように台地の下に作った離れの

風呂を楽しんでいた杉村楚人冠。

『続湖畔吟』の「湯の色」にはいろいろな入浴剤を

入れて楽しむ様子を書いています。「香はあまり高か

らぬがよし。色は半透明の程度に白きがよし」と、なかなかこだ

わった様子。

ここに登場する入浴剤の一つ「中将湯」（正式

名称は「くすり湯 浴剤中将湯」）はバスクリ

ンの前身商品。「湯の色」は 1929 年（昭和

4 年）の執筆ですから入浴剤の歴史も長いも

のですが、「中将湯」の名前のままでは今ほ

ど売れなかったでしょうか。

花粉の季節は家に

帰ったらまずお風呂！

【杉村楚人冠記念館】

学芸員 高木 大祐さん

高木さん、花粉の季節のお風呂はまさに癒しの空間

ですよね。

杉村楚人冠が仄かに香り感じる白濁色の入浴剤が

好きだったとは！入浴中に閃いた作品などもありそうですね。

バスクリンさんのお話では当時から「くすり湯」は大人気

だったと聞いていますが今と比べれば一桁も二桁も違うよう

に思います。

Ch
eck

!

我孫子から草津へ
　　　　―志賀直哉の湯治旅

1922 年（大正 11年）39 歳の志賀直哉は、「自分

の生活を完全に創作本位のものに煮詰める」という

決意を日記巻頭に記し、『暗夜行路』後篇執筆に取

り組みます。この時期志賀は、後に記した「草津温泉」

（1955 年（昭和 30 年））によれば今ま

でに経験した事のない座骨神経痛になり

八十日間寝たきりとなります。そのため

草津温泉に養生に行ったそうです。

そのほか、有名な城崎温泉行きも電車に

はねられた怪我を癒すためだったといわ

れています。

休みの日は朝晩

2 回湯に浸かります！

【白樺文学館】

学芸員 稲村 隆さん

稲村さん、休日はゆっくりと湯船で癒されていると

のことで素晴らしいですね。

志賀直哉さんは神経痛には草津、怪我には優しい

湯の城崎を使い分けられていたのかもしれませんね。志賀

直哉さんのように、お風呂を楽しむ方が増えると医療費など

も減るかもしれませんね。

Ch
eck

!

カラスの行水というけれど―

空を飛び、寒さから身を守るためには、撥水保温効

果があり軽くて丈夫なミラクル素材である羽毛の性

能維持がとても大事。羽毛を食べるハジラミを払い、

汚れを落とすために水浴びします。

カラスの行水というけれど、本当はしっかりと水浴びします。

人が近づくと、危険を感じて避難するので、カラスの行水というこ

とになるのでしょう。

なお、羽毛メンテのためにアリや

煙を使った蟻浴や煙浴も知られて

います。

菖蒲湯と柚子湯は

欠かせません！

【鳥の博物館】

学芸員 齊藤 安行さん

斎藤さん、菖蒲湯や柚子湯をはじめ四季に合わせ

て「湯」を楽しむ文化は私も日本に生まれてよかっ

たと感じる瞬間です。

カラスの行水については正しい意味を初めて知りました。蟻浴は

自分がやるとなると恐怖しかありません（笑）。煙浴についてはフィ

ンランドでスモークサウナといったものもありますが日本の温泉の

ように古くは鳥が起源では？と考えるとワクワクしてきます。

Ch
eck

!

【バスリエ株式会社】

バスソムリエ 松永 武さん

＜お風呂は文化だ！＞

お風呂好きが講じて、 前

職の寝具メーカーを退職

後お風呂グッズの専門店

を 2005 年に開業、 夢

はお風呂を通じて世界を

平和にすること。

スプレンディー・ボディローブ
11,880円（税込）

薄い・軽い・すぐ乾く。

イタリア生まれのバスローブ。

バスローブはお風呂上がりの湯

冷め防止や肌の乾燥を防いで

くれる便利グッズです。

今すぐ購入！→

貼る温泉
2,420 円（税込）

温泉成分を練り込んだ、どこに

でも貼れる自然なテープ。

肩や腰など気になるところに貼

るだけで、いつでもどこでもか

んたんにボディケアができます。

今すぐ購入！→

浴玉
2,420 円（税込）

自宅で手軽に本格的な温泉

気分が味わえる浴衣で包ん

だ入浴剤。

温泉のない我孫子市民に、

是非おすすめしたい逸品。

今すぐ購入！→

令和3年……
温泉は「貼る」時代に！

大人気！
おうちで本格温泉気分

【バスリエ株式会社】
千葉県我孫子市高野山 464-18 

スペース＆キャピタル我孫子ビル 2F

Tel.04-7183-3252

通販サイト 「お風呂のソムリエ SHOP ！」

でバスグッズ販売中！
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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

企画展

パリのイラストマップ（杉村家蔵）

一昨年ご好評をいただいた「観光案内と
地図で見る楚人冠の旅」、今回は欧米編。
海外に特派された際に杉村楚人冠が蒐集
したガイドブック、地図類を中心に、一部
関連資料を加えて、100 年前の欧米の旅を
描き出します。

開催中～6月27日（日）

常設テーマ
「観光案内と地図で見る
　楚人冠の旅  ～欧米編」

開催中～5月9日（日）

水の館プラネタリウム

問

所

我孫子市手賀沼親水広場 水の館
Tel. 04-7184-0555 （水の館施設利用窓口）

水の館 3Fプラネタリウム  
千葉県我孫子市高野山新田193

「白樺派と我孫子2021」（前期）　

4/1（木）13:00～4/15（木）12:00
あびこ桜いろいろ
「第25回ふるさとイベント大賞」
     内閣総理大臣賞 受賞展示

4/17（土）13:00～4/25（日）16:00
第21回懐かしの映画ポスター展
「ジェームズ・ディーン生誕90年記念&
和製ディーン”赤木圭一郎”映画ポスター展」

アメリカの火星探査機「バイキング」から送られてきた火星の写真。
火星の空は地球と異なり、赤っぽい色をしています。

※新型コロナウイルス感染対策とし
て定員50人を25人に減じています。
また、マスクの着用・手指の消毒・
連絡先の記入などにご協力をいただ
いております。

上映日：土・日・祝日
テーマ番組10:00 / 13:00 / 15:00  
星空解説　11:00 / 14:00 / 16:00  

3月27日（土）～6月27日（日）
特別展示
「日本の鳥～収蔵標本公開～」
特別展示
「日本の鳥～収蔵標本公開～」

テーマトーク

13:30 ～14:15

4 17
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。

講師：千田 万里子さん
　　　（山階鳥類研究所保全研究室専門員）

「その足環、いつ付けた？
　　鳥類標識調査でわかる長期生存」

参加方法：鳥の博物館および山階鳥類研究所のウエブサイトに動画配信
　　　　　サイトへのリンクを掲載します。

鳥類標識調査で分かった鳥の寿命にまつわる話題について、視聴者の皆さ
んからのリクエストも受けながら紹介します。

費用：高校生以上100 円（中学生以下無料）
定員：各回先着25 名（上映1時間前から発券。席の間隔を空けてご案内します）

4/16（金）18:00～19:00
アビスト de Night☆ LIVE !

我孫子から草津へ

―志賀直哉の湯治旅
カラスの行水というけれど―

杉村楚人冠と

こだわりの入浴剤

我孫子市3館×お風呂




