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市からのお知らせをメールで配信しています。右記 QR コードを読み込
むか、我孫子市携帯サイト(http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/)
へアクセスしてください。パソコンからは、市ホームページ内「メール配
信サービス」をご覧ください。

アプリ「マチイロ」で広報
あびこが閲覧できます。
アプリは左記 QR コードか
らダウンロードできます。

相談受付日時　 　消費生活センター☎7185－0999
平日、第2・4土曜日　午前10時～午後5時30分
アビイクオーレ2階（イトーヨーカドー我孫子南口店）

消費生活センターだより

市民伝言板の掲載休止について　新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて当面の間、市民伝言板の掲載を休止します。市民の皆さんのご理解をお願いします。掲載再開が決
まり次第、市ホームページや広報あびこでお知らせします。

9430

　「SNSの書き込みや広告でマスクを購入したがクレジ
ットカード番号を別リンクで入力させられた」「マスク
を買った通販ショップが怪しい」などの相談が全国的
に増えています。新型コロナウイルス感染症の影響で
マスクが入手困難なため、目に留まった通販ショップ
で注文しがちですが、中には個人情報を盗むことが目
的の悪質なショップがあります。うのみにせず表示や
注文手続きに不審な点はないか慎重に確認しましょう。
カード番号を入力した際はクレジットカード会社に速
やかに連絡をしてください。また、注文した覚えがな
いのにマスクなどが届いた場合、商品の送付があった
日から事業者による引き取りがないまま14日間を経過
したときは、商品を自由に処分してかまいません。
　心配なときは消費生活センターにご相談ください。

　前回1500号を迎えた「広報あびこ」は、昭和
30年5月に「我孫子町報」として第1号を発行
しました。これまで、何度かリニューアルを行
い、題字も変化してきたことをご存じでしょう
か。直近では令和2年4月16日号から変更して
いるので、ぜひ4月1日号と見比べてみてくだ
さい。新しい題字のイメージは、あびこの魅力
を表すキーワードのひとつ「豊かな自然」。そ
の魅力を象徴する大地のブラウン、水のブル
ー、太陽のオレンジ、緑のグリーンをタイトル
の色に使用、形は歴史や人生を我孫子で折り重
ねるという折り紙のイメージで「あびこ」を表
現しています。

　名探偵ポアロが「灰色の脳細胞」を活用し難事
件に挑む。本シリーズが処女作であった著者は、
今年デビュー100周年を迎える。時を経ても色
あせない「ミステリーの女王」の人気作をこの機
会にぜひどうぞ。

　私立探偵ポアロの元に「AB
C」と署名された挑戦状が届き、
Aで始まる地名の町でAの頭文
字の老婆が殺され、『ABC鉄道
案内』という本が残されていた。
その後もアルファベット順に連
続殺人事件が起きる。犯人の目
的は何なのか。やがて、ポアロの推理により
別の法則が示されると、事件の様相はガラリと
変化するが…。ポアロシリーズ11作目。

『ABC殺人事件』アガサ・クリスティー /著
堀内 静子／訳　早川書房

－広報あびこの題字－ 新型コロナウイルスに
便乗した悪質商法に注意！
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市内事業者を応援しよう！

市内事業者を応援しよう！
　新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言を受けた外出自粛や営業自
粛が行われている中、市内の飲食店がテイクアウトを行っています。今までお
店でしか味わえなかった味をご自宅で楽しむチャンスです。また、市内小・中
学校の休校により影響を受けた給食食材納入業者のうち一般の方も利用でき
る店舗があります。市内事業者の応援にぜひご利用ください。な
お、最新情報は観光アプリ「あびこ巡り」やアビシルベホームページ
をご覧ください。
◎事業者の方へ　掲載を希望される場合はアビシルベまでご連絡
ください。
◎観光アプリ「あびこ巡り」のダウンロード方法
・iPhone・iPadの方は、App Storeから無料でダウンロード
・Androidの方は、Google Playから無料でダウンロード

　アビシルベ☎ 7100－0014 https://www.abikoinfo.jp/eats/

◎観光アプリ「あびこ巡り」のダウンロード方法
・iPhone・iPadの方は、App Storeから無料でダ ウ
ンロード
・Androidの方は、Google Playから無料でダウンロード

テイクアウトを提供している店舗（4月20日現在）

一般の方も利用できる給食食材納入業者店舗（4月20日現在）

「WE LOVE ABIKO Eats」でも
市内飲食店を応援中！

ジャンル 業者名 住所 問い合わせ

和
食

天ぷら 中むら家 我孫子4の29の19 7108－2431 
鈴木屋 寿1の10の21 7182－0002 
そば処 三谷屋 本町2の5の16 7182－1401
おがわ亭 本町1の1の10 7186－2437
海鮮処 いわい 本町1の1の10 7185－5400 
てがのや 若松149の5 7157－3130 
うな藤 青山台3の6の7 7183－0787 
膳彩や おうみ 天王台1の5の16 1階 7181－8525
魚菜 瀬がわ 湖北台8の3の7 050－3463－9064 
小暮や 天王台4の2の22 7182－3333

洋
食

洋食酒場 ARUKAS 我孫子1の8の17
ル・ソルボンヌ103 7192－7222

Bistro vin dange 我孫子1の8の18ラセーヌ2階 7185－5800 
コ・ビアン 本町2の4の10 7182－1002 
Lacotta ～憩の場～ 中峠台16の2 7190－5818
ブラッスリー・ル・ポワロー 湖北台1の13の18 7187－6766

ジャンル 業者名 住所 問い合わせ
中
華
・
ラ
ー
メ
ン

北海道らーめん ひむろ 我孫子店 本町2の2の19市川ビル 7108－0444 
煮干しだし醤油ラーメン 桂 若松170の6 非公開
中華料理 喜楽 本町2の6の15 7182－1635
チャイニーズダイニング えん 天王台2の2の33 7183－3737 

カ
フ
ェ

Hawaiian Cafe & Bar 
Aloha Farm 寿2の27の31 7139－7311 

Cafe Garden Hasegawa 若松126の4 7184－3970 
たこやき マハローカフェ 東我孫子2の33の15 070－5582－3552 
cafe 茶豆 布佐2971 7189－4833
woot woop 天王台4の7の1 T・S第一マンション1階 7170－1898

そ
の
他

お好み焼道場 くいだおれ 本町1の1の11青木ビル2階 7184－3522
インド・ネパールレストラン&
バー ハリオン 我孫子駅北口店 我孫子1の1の24 境野ビル1階 7185－8082 

レモングラス(東南アジア料理) 我孫子4の4の1 7183－3478
あびから(唐揚げ) 緑1の4の8 7114－2771 
ベトナム料理 PHO77 布佐2787の12 7189－7539 
焼鳥居酒屋 なべちゃんズ 天王台1の24の8 7185－9511 

取扱品目 業者名 住所 問い合わせ

精肉

山田屋精肉店（柴崎台） 柴崎台2の8の3 7184－2230
山田屋精肉店 （湖北台） 湖北台7の58の113 7188－0823

山田屋 中里8の2 7188－2254
7188－4735(水曜日はこちら)

ミートショップ大山 久寺家2の2の2 7184－1467
ミートショップカワイ 湖北台1の15の9 7188－7549
ミート＆デリカKOYAMA 布佐3398の20 7189－2759

取扱品目 業者名 住所 問い合わせ
精肉 角頼精肉店 布佐3275の44 7189－1634

青果

丸あ商店（若松店） 若松136の13 7182－8611
ヤマソ商店 下ケ戸577 7185－2524
吉岡商店 つくし野2の14の7 7184－3883
八百秀（湖北台支店） 湖北台7の13の58 7188－0735

豆腐 山新豆腐店 布佐1の7の14 7189－3570
味噌 やまつね食品 都12の21 7189－2734

　「スーパーで買い物をするように、テイク
アウトして応援しませんか」をコンセプト
にFacebookで市内飲食店のテイクアウト
をPRしています。ぜひご活用ください。ま
た、テイクアウト可能な店舗にはポスター
を配布しますので、お問い合わせください。
〇Facebookページ　 https://www.fac
ebook.com/weloveabiko.eats

　WE LOVE ABIKO・石井☎090－8342－8637▲Google Play

▲App Store

https://www.facebook.com/weloveabiko.eats
https://www.facebook.com/weloveabiko.eats
https://www.abikoinfo.jp/eats/
http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/
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