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◆◆◆◆映画会映画会映画会映画会    日本日本日本日本のののの映画永遠映画永遠映画永遠映画永遠のののの名作名作名作名作    「「「「東京物語東京物語東京物語東京物語」」」」 
 日時・場所：①9 月 21 日（金）13:30～ 先着 120 名 

並木本館 多目的ホール 
②9 月 27 日（木）13:30～ 先着 50 名 

つくし野館 会議室 
 参加費：無料 

問合せ：7157-4517（並木本館） 
     7157-4085（つくし野館） 

 

我孫子北我孫子北我孫子北我孫子北まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協議会主催協議会主催協議会主催協議会主催イベントイベントイベントイベント    

 

懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの名画名画名画名画をををを    
見見見見にににに来来来来てねてねてねてね！！！！    

◆おおおお菓子菓子菓子菓子づくりづくりづくりづくり    「「「「ガトーショコラガトーショコラガトーショコラガトーショコラ」」」」    
日 時：11 月 13 日（火） 
時 間：①10 時～ ②13 時～ ①・②各先着 10 名 

 場 所：並木本館 調理室 
 参加費：800 円 
 持参品：エプロン・三角布・ふきん 

申込問合せ：7157-4517（並木本館） 
 

◆パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室    
日 時 ：①名刺・名入りシールづくり 
      10 月 27 日（土）13:30～16:30 

②オリジナル年賀状づくり 

11 月 16 日（金）13:30～16:30 

場 所 ：①・②各 並木本館    
募集人員：①・②各 16 名 先着順 
参加費 ：①・②各 300 円（資料代） 

＊参加資格：パソコンに文字入力出来る方＊
持参品 ：記録用に CD 又は USB を持参すること 
申込み ：9 月 27 日～ 
申込問合せ：7157-4517（並木本館） 

◆◆◆◆我孫子市我孫子市我孫子市我孫子市のののの防災防災防災防災「「「「出前講座出前講座出前講座出前講座」」」」ととととグッズグッズグッズグッズ展展展展  

日 時：11 月 29 日（木）13:30～15:30 
場 所：並木本館 
参加費：無料 
    ＊詳細は後日発行のポスター・チラシで！ 

 

 

監督 ：小津安二郎 
出演者：原節子・笠智衆・東山千栄子 

 

我孫子北近隣センターだより 

発行 ： 我孫子北まちづくり協議会 

第第第第 10101010 号号号号    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月 

 

①根戸小学校横の街路樹花壇 
つくし野西自治会の有志の皆さんが
５月に苗を植え、夏の水やりなどを
おこなっています。色とりどりの花
が、小・中学生の通学の安全を見守
っています。 

 

②つくし野丘の道中央分離帯花壇 
 つくし野中央自治会環境部が植えて

手入れをしてきました。国道 6 号側
は歩道橋工事により今年限りです。 

  

 

 
＊この花の苗は市が提供しています。 

    
みんなでみんなでみんなでみんなで作作作作るるるるフラワースポットフラワースポットフラワースポットフラワースポット    ～ 花壇のある通り ～ 
 

つど 

集うことから はじまるまちづくり！！ 



                         
２                                         ３  

 まちを元気に！地域の文化！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                        

    

    

    

 

    

 

 

                  

楽楽楽楽しくってしくってしくってしくって元気元気元気元気になるこんなになるこんなになるこんなになるこんなグループグループグループグループ     

◆◆◆◆つくしつくしつくしつくし野麒麟太鼓野麒麟太鼓野麒麟太鼓野麒麟太鼓 

つくし野夏祭では地域の子ども会で参加者 

を募り、希望する小学校 5 年生から中学生が 

盆踊りの太鼓や神輿の出陣太鼓を担っています。 

12 年前、その太鼓を経験した子供たちが、 

中学を卒業した後ももっと長く太鼓を続けていきたいという思いで立ち上げたの

がつくし野麒麟太鼓です。毎年中学校を卒業したばかりの新高校生をメンバーに迎

え、社会人となった当時のメンバーから高校生までの広い世代が集まり活動してい

ます。つくし野夏祭の子ども太鼓の指導や神輿・盆踊りの運営の手伝いをし、太鼓

ショーにも出演する他に、組太鼓や創作太鼓の演奏を市内のイベントなどで披露し

ています。その若々しい力強い演奏は、多くの人の感動を呼びイベントを盛り上げ

る大きな力となっています。      

連絡先：新田谷 奈巳 ｔ.kirindaiko@gmail.com 

◆◆◆◆あじさいあじさいあじさいあじさいハーモニカクラブハーモニカクラブハーモニカクラブハーモニカクラブ                                                    

様々なハーモニカを操りそのレパートリーは懐かしの歌中心に

100 曲を超え、手作り歌集まであります。素敵なハーモニカのア

ンサンブルにはギター演奏も加わり、次から次へといろいろな演奏

がタイミングよく奏でられます。 

そのチームワークの良さと演目の進行の手際良さには目を見張

ります。80 代を中心に最高齢は 88 歳とは信じがたいほどの素晴

らしい演奏です。 

 ご自分達でその練習を楽しまれる 

他にお声がかかればハーモニカの演奏 

や、お客さまが歌を楽しめるような伴 

奏などにも応じてくれるそうです。 

連絡先：瀬谷 美智子 7184-7074     

仲間仲間仲間仲間とととと楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで    まちをまちをまちをまちを豊豊豊豊かにするかにするかにするかにする！！！！    

自分達も楽しみながら、まちの人たちも元気にする活動をして

いる団体が集まって、北まち協の夏のイベントが行われました。 

８月４・５日の並木本館のホールでは、プロ顔負けの歌や踊り

が繰り広げられました。福祉施設や地域の集まりでボランティア

公演を行っているグループが多く、このイベント出演が、自治会、

子ども会、高齢者サロンなどでの公演や、会員募集による仲間の

広がりにつながるといいですね。 

我孫子北まち協では、さらに地域の中での出会いを応援し、地

域の皆さんにも楽しんでいただくために、これからもこのような

イベントの開催を行っていきます。また、参加団体のプロフィー

ルや、活動内容、連絡先などを掲載し、情報を活用していただく

ことで我孫子北地域の方々が、ますます楽しく豊かにつながって

いくことを願っています。 

 

 

 

 

2012    北北北北まちまちまちまち協協協協    夏夏夏夏ののののフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルにににに参加参加参加参加しましましましましたしたしたした！！！！    
「「「「おおおお声声声声かけくださいかけくださいかけくださいかけください！！！！イベントイベントイベントイベント等等等等のおのおのおのお手伝手伝手伝手伝いにいにいにいに伺伺伺伺いますいますいますいます！」！」！」！」 
披露・活動

協力できること 
団体名 連絡担当者 連絡先 

カエナフラ あびこ 水上優子 7184-2869 

ナーレイ オ ケ アーヌエヌエ 居原恵美子 080-1378-4502 フラダンス 

ケアリィ・ラニ 堀江和子 7184-6003 

松園つくし会盆おどり同好会 布施礼子 7182-5581 
おどり 

花とみ会 渡辺記美子 7182-1978 

ベリーダンス グランベリー 吉沢華子 080-1069-1509 

バレエ クラッシックバレエ ソレイユ 松尾結菜 080-4296-9505 

太鼓 並木ひびき太鼓 西村圭子 7182-8082 

アクア ブルー フォー(ハワイアン） 橋本正司 7186-5523 

グループ空（尺八・琴・ピアノ） 宮田美智子 7183-4664 

琴友会（大正琴） 小池千代子 7182-0294 
楽器演奏 

ザ・フォークスターズ（軽音楽） 垣野内健夫 7184-8808 

女声アンサンブル うらら 佐藤千賀子 7184-3893 
コーラス 

プチ・ソレイユ 菊地洋子 7183-1683 

岳風会我孫子吟詠会つくし野教室 大師堂寛 7184-0689 
詩吟 

我孫子北近詩吟会 石倉仁 7184-7755 

司会、歌他 ボランティア北遊会 藤井久依 7169-9721 

問合せ・出演依頼等は直接団体の連絡担当者の方にご相談ください。出演料は基本的に無料です。 

 

松園松園松園松園つくしつくしつくしつくし会盆踊会盆踊会盆踊会盆踊りりりり同好会同好会同好会同好会                                                    並木並木並木並木ひびきひびきひびきひびき太鼓太鼓太鼓太鼓                                                        ミルトニアミルトニアミルトニアミルトニア・・・・フラフラフラフラ                                                                                                    琴友会琴友会琴友会琴友会                                                                                    ボランティアボランティアボランティアボランティア北遊会北遊会北遊会北遊会    

     

ケアリィケアリィケアリィケアリィ・・・・ラニラニラニラニ    

グランベリーグランベリーグランベリーグランベリー 

ナーレイナーレイナーレイナーレイ    オオオオ    ケケケケ    アアアア----ヌエヌエヌエヌエヌエヌエヌエヌエ        

ザザザザ・・・・フォークスターズフォークスターズフォークスターズフォークスターズ    

プチプチプチプチ・・・・ソレイユソレイユソレイユソレイユ    

グループグループグループグループ空空空空    

我孫子北近詩吟我孫子北近詩吟我孫子北近詩吟我孫子北近詩吟会 

女声女声女声女声アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブル    うららうららうららうらら    

クラッシックバレエクラッシックバレエクラッシックバレエクラッシックバレエ    ソレイユソレイユソレイユソレイユ    

カカカカエナエナエナエナフラフラフラフラ    あびこあびこあびこあびこ    

アクアアクアアクアアクア    ブルーブルーブルーブルー・・・・フォーフォーフォーフォー    

岳風岳風岳風岳風会我孫子吟詠会我孫子吟詠会我孫子吟詠会我孫子吟詠会会会会つくしつくしつくしつくし野教室野教室野教室野教室    

花花花花とみとみとみとみ会会会会    

ひまわりひまわりひまわりひまわり    



４ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊我孫子北地域の情報募集中！情報は FAX で並木本館へ！ 

＊＊わがまち散策情報ひろば＊＊ 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    

    ＊＊＊＊＊＊＊＊まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりネットコーナーネットコーナーネットコーナーネットコーナー    Ｖｏｌ．Ｖｏｌ．Ｖｏｌ．Ｖｏｌ．８８８８＊＊＊＊＊＊＊＊         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・ ЖЖЖЖ    編集閑編集閑編集閑編集閑話話話話    ЖЖЖЖ・・・・    
我孫子北まち協は、市内でも一番世帯数の多いまち協です。
大型マンション群、商業施設、閑静な住宅地域と、生活スタ
イルや習慣も様々な方々に、近隣センターだよりを手に取っ
ていただき、我孫子北地域の魅力をお伝え出来るように、目
に留まるカラー印刷にしています。まち協はすべて手作りを
基本としており、一万部も発行・配布しています。今後もさ
らに皆様の生の声を寄せていただければ、有難いと思います。 
                    ✑Ｈ．Ｄ  

発行者発行者発行者発行者：：：：我孫子北我孫子北我孫子北我孫子北まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協議会協議会協議会協議会    広報部会広報部会広報部会広報部会    

＊＊＊＊並木並木並木並木本館本館本館本館    

〒270-1165 我孫子市並木５-４-６ 

TEL：：：：7157-4517  FAX： 7157-4518 

＊＊＊＊つくしつくしつくしつくし野館野館野館野館 

〒270-1164 我孫子市つくし野３-22-１ 

 TEL：：：：7157-4085  FAX： 7157-4086 

URL：：：：http://www1a.biglobe.ne.jp/abikokita_kinrin/ 

  

◆◆◆◆子育子育子育子育ててててサロンサロンサロンサロン「「「「わわわわ」」」」 
＊＊＊＊仲間仲間仲間仲間のののの輪輪輪輪・・・・和和和和・・・・笑笑笑笑いいいいのののの中中中中ででででゆったりゆったりゆったりゆったり過過過過ごしましょうごしましょうごしましょうごしましょう    
日 時：：：：    ９月18日（火）  10:00～11:30 

10月16日（火） 10:00～11:30 
11月20日（火） 10:00～11:30 

場 所：：：：我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール 
内 容：手遊び・おもちゃ遊び・仲間の会話等 
    ★月替わり企画 

９月18日：お絵かき（ぶどう） 
10月16日：風船割り 
11月20日：山本保健師さんの話 

対象者：：：：1～3 歳児とその保護者 20 組程度 
＊予約はいりません・直接会場へおいでください 

主 催：：：：我孫子北地区社会福祉協議会子育てプロジェクト 
問合せ：：：：7165-3434 

（月・水・金 9 時～12 時・13 時～16 時）        
 
◆あびこあびこあびこあびこ祭祭祭祭【【【【中央学院大学文化祭中央学院大学文化祭中央学院大学文化祭中央学院大学文化祭：：：：テーマテーマテーマテーマ「「「「粋粋粋粋」】」】」】」】    

日 時：：：：11 月 3 日（土）・4 日（日）10:00～16:30 
場 所：：：：中央学院大学キャンパス 
    ＊当日は一般の方々も歓迎です。 
メインイベント：：：：水木一郎さんによるライブ＆トーク 

（野外ステージ）入場無料 
主 催：中央学院大学あびこ祭実行委員会 
問合せ：：：：7183-6501 

                       

◆「「「「さがそうさがそうさがそうさがそう！！！！我孫子我孫子我孫子我孫子ののののいろいろいろいろいろいろいろいろ八景八景八景八景」」」」    
 ＊＊＊＊我孫子市我孫子市我孫子市我孫子市にににに在住在住在住在住・・・・在校在校在校在校・・・・在勤在勤在勤在勤のののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、我孫子我孫子我孫子我孫子のののの    
        どのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所がががが好好好好きですかきですかきですかきですか？？？？    

テーマ ：：：：①公園八景 ②坂道八景 ③成田線車窓八景 
応募期間：8 月 1 日～9 月 30 日 
対象地域：我孫子市内でいつでも誰でも見る事ができる場所 
応募内容：：：：良いと思う景観 
     ＊1 つのテーマについて何ヶ所でも応募可 
     ＊複数テーマも可 
応募規定：応募用紙に氏名・電話番号を明記し場所を特定 
     するための説明文と略図・写真を添付（必須） 
発表  ：平成 25 年 3 月 

 主催  ：我孫子市 企画運営：我孫子の景観を育てる会 
問合せ ：：：：7183-1529 我孫子市都市計画課景観推進室 
 

◆◆◆◆我孫子地区市民我孫子地区市民我孫子地区市民我孫子地区市民まつりまつりまつりまつり    
    日 時：：：：10 月 13 日（土） 9:00～16:00 まで 
 場 所：：：：我孫子北口ふれあい広場・けやきプラザ前広場 
     我孫子駅南口駅前通り・アビスタ前広場 
 内 容：：：：フリーバザール・ビンゴゲーム大会 

吹奏楽演奏・津軽三味線・太鼓お囃子等 
参加型イベント・手づくり散歩市も同日開催 

 主 催：あびこ地区市民まつり実行委員会 
問合せ：7182-3131 我孫子商工会 

グルメコンテストグランプリグルメコンテストグランプリグルメコンテストグランプリグルメコンテストグランプリ受賞受賞受賞受賞のののの    
    

『『『『トマトスープトマトスープトマトスープトマトスープごはんごはんごはんごはん』』』』はいかがはいかがはいかがはいかが？？？？    

昨年のカッパ祭りで見事グランプリを射止めたグラ

ン・レジデンスの M さんに、この祖母伝来のレシピの

応募動機を聞きました。東京から我孫子に引っ越して

きて地元我孫子産のトマトを使っていつもの様にこの

料理を作ったところ、「あれー、いつもより美味しい！

！」と家族で感嘆。それで我孫子産トマトを使用して

コンテストに応募した結果は、見事グランプリ受賞。

このレシピ、根戸小や我孫子第 1 小などで給食にも出

ました。今、M さんらは、このレシピを我孫子名産に

しようと奮闘中とのこと。成功を祈りましょう！ 

 

 

祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭

 

 

 


