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第１１号 ２０１２年１２月 

我孫子北近隣センターだより 
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◆料理教室 「太巻きずし」 
 日 時：1月 15日（火）13:00～16:00 
場 所：並木本館 調理室 

 講 師：川合美津子さん（栄養士） 
 定 員：15名 
 参加費：800円 
 持参品：エプロン・三角布・ふきん 
     太巻きずしの入る容器 
 申込み：12月 1日 10時～ 先着順 
 問合せ：7157-4517（並木本館） 

◆新春おたのしみ演芸会 「落語とジャズ・・・親娘共演！」 
 日 時：1月 19日（土）13:30～15:30 
場 所：並木本館 多目的ホール 
出 演：三遊亭栄馬さん（父）足立直子さん（娘） 

ジャズバンド 
 定 員：120名 
 参加費：無料 
 問合せ：7157-4517（並木本館） 

◆講演会  
「写真で見る昭和・・・変革の時代を見つめる」 
 日 時：2月 23日（土）13:30～15:30 
場 所：並木本館 多目的ホール 

 講 師：川上千里さん 
 定 員：120名 
 参加費：無料 
 問合せ：7157-4517（並木本館） 

◆映画会 デボラ・カー主演 「黒水仙」 
 日 時：①12月 21日（金）13:30～15:30 先着 120名 
 場 所  並木本館 多目的ホール 
     ②12月 27日（木）13:30～15:30 先着 60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） 

 

 

 

 

 

  

 

～除染された公園に秋と人影の彩りが～ 子どもや親子連れが戻ってきた公園 

  

公園の放射線量測定や土の入れ替え・芝生の張り替え等を終えて大部分

の公園では子ども達も元気に遊びだしました。我々の未来を担う子供たち

の成長のために安全な環境を提供するのは、我々の大人の責任ですね。  

写真：つくし野1号公園・つくし野２号公園・菱田公園 

 

集うことから はじまるまちづくり！！ 
 

我孫子北まちづくり協議会主催イベント 

  

 
私の祈りはヒマラヤを 
超えてあなたの心に・・・ 

 



                        ２                                                     ３  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
役員の任期と選出について  こんな意見・こんな工夫 

〇 持ち回りが多く、１年の任期であるがために継続した 

事業がやりにくいという難点がある 

〇 会長は毎年変わるが、会長経験者が相談役として残っ 

ていただけ何でも聞けるので非常に助かっている。 

〇 会長の仕事は非常に多いので、補佐役として副会長を４名位任命して仕

事の分担、会の代表として会合にも出席してもらうような組織にしている 

〇 自治会長に対して、若干の手当てを支給している。 

〇 同じ方が長期間役員を続けるのではなく、１年間の任期で役員が交代

していく方式のプラスの面をむしろ積極的に評価したい。役員は必ずや

らなければならないことであり、人任せでなく、自分自身のこととして

認識することで、過去の役員とも一体的な意識を持ちやすい。 

〇 居住者会（自治会）の会長は、管理組合の理事長を兼務し、居住者会の

運営委員は管理組合の理事を兼ねている。役員は１５年周期で回ってく

る。また、役員は半数ごとに交代するシステムになっている。                         

 

 

３．自治会での防災活動について 

防災についての自治会員の関心度は、 

「まあまあ」が 70％。 

課題は、「防災組織の充実と訓練の必要性については認識しているが、高

齢化と参加意識の低さをどうしたらよいか」が多い。 

除染については、「国や市で実施し、除染処理した土、草木の処理を何と

かしてほしい」という要望や、「側溝やマスの汚泥処理に手が着いておらず

不安」という意見があった。 

 

自治会長の本音トーク！自治会懇談会報告 

 我孫子北地区の34自治会中29自治会の会長が9月1日に集まり、自

治会活動について語り合いました。3つのグループに分かれ、事前に調査

した結果をもとに、自治会の運営、行事、防災について工夫しているこ

と、会長として困っていること等を出し合い、お互いに質問をし合うなど

活発な意見交換を行いました。 

参加者からは、「会長の成り手がなく役員選びが大変」「防災防犯活動

への関心や協力が少ない」等の意見が出た反面、「一つの自治会ではでき

ないことを、まち協や自治会連合会等で協力して行えたらよいのでは」「も

う一度、地域のまつりを、近隣の自治会と一緒に甦らせたい」「自治会内

の親睦を深めるためにいろいろな行事やサークル活動を行っているため、

役員選びや見守り活動はスムーズ」という自治会活動への積極的な意見も

出されました。「他自治会の活 

  動報告が、参考になった」 

という感想が多く寄せられ、今 

後のまち協の役割も見えた自治 

会懇談会になりました。 

 

 

 

 

４．自治会での防犯活動について 

自治会内の自主パトロールは、約 40％の自治会で実施。頻度では月 

に２回以上実施されており、夕方から夜間のパトロールが多いよう。 

また、「パトロールの回数を増やしたい」「もう少し人員を確保したい」

という希望や、防災での課題と同様に「担う人の高齢化でパトロールの存続

が危ぶまれる」「参加意識を高めるにはどうしたらよいか」という意見が多

かった。 

 

 自治会活動アンケート結果 
調査対象：我孫子北地区の自治会 調査日：2012年 7月  

回答率：29/34自治会  

 

 

 

 

 

 

1． 役員の任期と選出 

任期は 1年」という自治会が 80％を超えて圧倒的。役員の選出は「持 

ち回り」が 80％以上。「本当は１年の任期では、何をするにも短すぎて、

継続性に問題がある」といった意見もあり。「持ち回りで１年任期」を打

ち破り、自薦他薦で複数年に踏み切られた自治会も出てきている。 

 
  

 

２．自治会の行事について 

 

単位：自治会数 

単位：自治会数 

グラフの中の数：自治会数 

 

 

５．自治会としての今後の課題について 

「高齢化の進行」や「活動への参加意識の低さ」が多い中で、地

域連帯やコミュニケーションの活性化に努力しようとするご意見も

あり、「まち協」も一緒に考えていける課題もありそうです。  

我孫子北まちづくり協議会 総務部 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊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＊＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．９＊＊   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・ Ж 編集閑話 Ж・ 

先日 60 年ぶりの小学校の同窓会がありました。初めの内は

自己紹介等をしていましたが、たちまち愛称で呼び合うよう

になると、もう止まりません、次から次へと話題が広がりま

す。ご近所や自治会内でも同窓会の様に、和気あいあいにな

れたらいいなと思いました。記事の内容が盛りだくさんで漏

れている事がないか、薄氷を踏む思いがします。引き続き皆

様の生の声を反映させて行きたいと思います。 H.D 

発行者：我孫子北まちづくり協議会 広報部会 

＊並木本館 

〒270-1165 我孫子市並木５-４-６ 

TEL：7157-4517  FAX：7157-4518 

＊つくし野館 

〒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/ 

 

◆ 施設の予約は直接近隣センターの窓口へお越しくださ

い。 

 

劇団エパレット 
 
幼稚園の母親の演劇サークルＯＧで結成した、子どもの

ための音楽劇を行うグループです。今ではメンバーの子ど

も達も社会人となり、お年寄りにも喜んでもらえる演目も

数々そろいました。演劇あり、歌あり、コントあり、人形

劇やパフォーマンスありと 多才なメンバーによる楽し

く、時には感動するステージは、演出、脚本、衣装、音楽、

すべてが手作り。現在は小学校の学童保育や、子ども会、

高齢者施設から招かれて公演を行っています。 

練習は毎週火曜日、つくし野福祉センター交流室等で行

っています。笑いすぎて顔のしわが増えたり、皆が持ち寄

るおいしいものを食べ過ぎてカロリーオーバーになるこ

とが難点だそうです。  

代表：本田久仁子（090-1044-1943） 

 

◆ノルディックウオーク入門 

＊手賀沼を流行のポールを突きながら歩いてみよう 

専門コーチの指導により楽しく手賀沼をウォーク 

日 時：12 月 7 日（金）・14 日（金）13:30～15:30 

集 合：手賀沼公園アビスタ前 

（雨天時はけやきプラザ７階介護実習室） 

参加費：無料（レンタルポールご利用時は 1回 500 円） 

 講 師：宮地秀行さん 

（日本ノルディックウオーキング認定インストラクター） 

注意点：スポーツに適した服装・タオル・飲み物（水分補給） 

主 催：福祉ふれあいプラザ（県民講座担当：坂本） 

問合せ：TEL：7165-2886 FAX：7165-2882 

 

◆子育てサロン「わ」                       

＊仲間の 輪･和･笑い の中で ゆったり過ごしましょう 

日 時：12月13日（木）：親子の工作（クリスマスブーツ）  

内 容  1月15日（火）：節分の豆まきごっこ 

2月19日（火）：木のおもちゃで遊ぼう 

各10:00～11:30 

内 容：手遊び・おもちゃ遊び・月替わり企画等 

場 所：我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール 

 対象者：未就園児とその保護者 

     ＊予約不要・直接会場にどうぞ 

 主 催：我孫子北地区社会福祉協議会 

 

◆幼児と親のつどい 

 ＊子育て中のご両親と幼児が親子で楽しむ交流会 

日 時：1 月 12 日（土）10:20～11:50 

 場 所：あびこ市民プラザ・ホール 

対象者：未就園児とその保護者  

 講 師：子育て支援センターの落合・石山先生 

 要予約：申込締切日 12月 27 日（木）（無料） 

 主 催：我孫子北地区社会福祉協議会 

 

◆福祉ボランティア交流会 

日 時：1 月 13 日（日）14:00～16:20 

場 所：あびこ市民プラザ・ホール 

内 容：我孫子北地区の福祉ボランティアの活動報告と交流 

     ①シティアお助けネット 

     ②有償送迎ボランティア 

     ③特養老人ホームつくし野荘ボランティア 

④ボランティアポイント制度・安心カード 

参加費：無料 

定 員：40 名 

主 催：我孫子北地区社会福祉協議会 

 要予約：我孫子北地区社会福祉協議会まで事前に申込み 

問合せ： 

 

我孫子北地区社会福祉協議会の問合せ 

TEL：7165-3434 

（月～金 9 時～12 時・13 時～16 時） 

  

 

障害者施設主催「風」コンサートのステージより 

お話と劇「おぼえていろよ 大きな木」 他 

 

 

 

 

MerryXmas


