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◆◆◆◆フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド    エスポウエスポウエスポウエスポウ市市市市 人形劇団公演人形劇団公演人形劇団公演人形劇団公演    
 日時 ：1 月 14 日（土）    後援  ：我孫子市 

13:00～ 16:00～   問合せ：海老原直矢 
 場所 ：並木本館 多目的ホール     090-4746-5048 
 内容 ：ヘヴォセンケンカ劇団 

「ヘンデルとグレーテル」 
 入場料：500 円（5 歳以上～大人） 
 定員 ：先着 100 名まで入場可  
 主催 ：AYA（アヤ） 

◆◆◆◆映画会映画会映画会映画会    
日時 ：12 月 16 日（金） 13:00～15:30 
場所 ：並木本館 多目的ホール 

 内容 ：「第三の男」＊日本語吹き替え版 
 入場料：無料 
 定員 ：120 名 
 問合せ：7157-4517 

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（（（（共催共催共催共催））））イベントイベントイベントイベント    

◆◆◆◆新春新春新春新春おたのしみおたのしみおたのしみおたのしみ演芸会演芸会演芸会演芸会    
日時 ：1 月 22 日（日） 13:00～15:30 
場所 ：並木本館 多目的ホール 

 内容 ：落語：八光亭春輔 
講談：伊藤琴遊 

     アコーディオン漫談：近藤しげる  
 入場料：無料 
 定員 ：１２０名 
 問合せ：7157-4517 
 

 

 

 

多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホールでででで    

待待待待ってるぜってるぜってるぜってるぜ！！！！    

11111111 月開催映画月開催映画月開催映画月開催映画    
好評好評好評好評につきにつきにつきにつき第第第第2222弾弾弾弾！！！！！！！！
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われらがわれらがわれらがわれらが施設施設施設施設じまんじまんじまんじまん        

    
～～～～    緑緑緑緑のののの植栽植栽植栽植栽    ～～～～    

 
北近隣センター本館開設以来、心を込めて緑の植栽 

  を育ててきました。表玄関の植栽と共に並木側入口周 
  辺の木々も並木本館に彩りをそえています。 

真夏の猛暑の最中は施設管理部会の会員が毎日、毎 
日交代で１日も欠かさず水やりをして大切に育ててき 
ました。 

まだまだ、小さな木々ですが、来館者の目を楽しま 
せるためにこれからも大切に育てていきます。 
 クリスマスに向けての装飾もお楽しみ下さい。 
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我孫子駅の北側には、旧日立精機の工場跡地に大規模なマンシ

ョン群が立ち並んでいます。 

2000 年から 2008 年の間に、４つのマンションが誕生し、約

2500 世帯の住民が住む街となっています。マンションは一つの

生活共同体としてマンション外との交流が乏しくなりがちです

が、2007 年に３番目のマンションとしてグランレジデンスがで

きたのを契機に、先にあったエールの丘、シティアのマンション

の管理組合と集合住宅での生活や管理運営に関しての情報交換を

しようということで、2008 年２月に近隣マンション管理組合交

流会が発足しました。この交流会は、初めは３マンションからス

タートしましたが、今では、モアクレスト、アクア、我孫子ビレ

ジの３マンションを加えて、総戸数では、約 3700 戸の住民が住

む大規模なマンション共同体間の交流会となっています。 

私たちは、この交流会を通してお互いに多くの事を学ぶことが

出来ています。それぞれの防災訓練を見学しあい、お互いの組織 
        

自治会懇談会開催自治会懇談会開催自治会懇談会開催自治会懇談会開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

～～～～住民住民住民住民のののの皆様皆様皆様皆様のののの声声声声をまちづくりにをまちづくりにをまちづくりにをまちづくりに！！！！    
我孫子北地区の、ふれあい活動や明るいまちづくりに向けて、自治

会長・町内会長さんとの懇談会を開催します。 

 一つの自治会単位では対応しきれないことや地域の課題などを出し

合い、情報交換や協力できることなどを考えていきます。 

 住民の皆さんからの、様々なご意見をお待ちしています。 

 

 日時：１月２８日（土）１３：３０～１５：３０ 

 場所：我孫子北近隣センター 並木本館ホール 

    いざといういざといういざといういざという時時時時のためにのためにのためにのために    「「「「あんしんあんしんあんしんあんしんカードカードカードカード」」」」をををを冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫にににに    

 自宅で具合が悪くなり救急車を呼んだ時、災害時に被災した時などにそなえ、あんしん医療カード

「あんしんカード」の配布が始まりました。 

 緊急連絡先や血液型、主治医などの情報を救急隊員や救助に入った方が、すぐに把握し迅速な対応

をするための情報カードです。 

 冷蔵庫に「あんしんカード」を入れておくというのが、ユニークですね。緊急時や災害時に一番発

見しやすいのが冷蔵庫です。警察、消防署と連携をして、我孫子市独自のあんしんカードのマークも

決まりました。 障害を持った方や、６５歳以上のお一人暮らしの方には無料で配布、その他の方に

は有料で、必要であれば、自治会・町内会が取りまとめて、我孫子市社会福祉協議会に注文するとい

うことになっていますが、現在、注文が相次ぎ、1 万本の在庫が間に合わず再発注の予定だそうです。 

 役員会等での協議がまだの自治会は、住民のいざという時の対策として、ぜひご検討を！         

や訓練のやり方、所有備品の違いなどから色々勉強することが多く

ありました。 

最近の事例では 3・11 の大震災の被害・対応状況の情報交換を

通して、いかに従来の防災訓練などが役に立たなかったかなども反

省もしました。 

この交流会は、新旧のマンションの集まりであることから、新設

マンションは、我孫子ビレジのような歴史あるところから 100 年

マンションの構想を学び、また逆に新マンションからは最新の住民

向けの共用施設の在り方を勉強するなど、お互いの持っていない点

を情報交換することで、それぞれのマンションが個々の生活空間を

いかに快適にするかで切磋琢磨しています。 

また、地域としての行政に対する要望の意見交換や、お互いの夏

祭りなどのイベントの情報交換などから一歩踏み込んで、隣り合っ

たマンションでの共同イベントを将来的には検討したいとも思っ

ています。（文：浅井） 

 

♪♪♪♪つくしつくしつくしつくし野館野館野館野館にににに小小小小さなさなさなさな訪問者訪問者訪問者訪問者♪♪♪♪    

    秋晴れの 10 月 21 日午前中、根戸小 2 年生の「まち探検」の授業

で、２グループの元気いっぱいのお子さん達がつくし野館を訪問してく

れました。４～5 人ひとグループで PTA のお母さんが付き添っていま

す。まず管理人さんの説明を聞き、「わあーアタラシイ！！」「トイレに

はいるとデンキがつくよ！！」・・・倉庫の中まで興味津々～。「つくし

野館に来たことある人？」の問いかけに、手を挙げたのは二人、付き添

いのお母さんも利用したことがないとのこと。ロビーは無料だから遊び

に来てね～と「利用案内」のパンフレットを渡しました。その後、お子

さんたちからお礼状が届きました。 

 

 

 

冷蔵庫の扉に「あんしんカード」 

問合せ：我孫子市社会福祉協議会 

04-7184-1539    

 

つくし野マンション 5 階から望むマンション群の夜景は、まるでクリスマスデコレーション！左からモアクレスト、アクアレジデンス、エールの丘、シティア他 

マンションマンションマンションマンションのののの交流交流交流交流とととと連携連携連携連携        

～～～～我孫子北地区我孫子北地区我孫子北地区我孫子北地区マンションマンションマンションマンション群群群群のののの新新新新しいまちづくりしいまちづくりしいまちづくりしいまちづくり～～～～    

 

 

シティア森のカフェ 



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＊＊ 

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．５＊＊    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ж 編集閑話 Ж・ 
柏、我孫子周辺の放射能の数値の高さに、小さなお子様をお持

ちのご家族の心労が案じられます。先日中央電力研究所下の、並

木の道を自転車で走っていたところ、例年より多く桜が１０本以

上咲いていました。寒暖の差が厳しいと起こるらしいとのこと。

季節はずれの小さな花々に命の希望を感じました。さぁ、来年は

いいおみくじ（大吉）を引き当て、末広がりに頑張ろう。 

✑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。 

  

◆太巻きずし 
＊好評につき第 2 弾・お正月用にぜひどうぞ 

日時 ：12 月 16 日（金） 13:00～15:30 
場所 ：並木本館 調理室  
講師 ：川合美津子栄養士 
参加費：1.000 円 
定員 ：15 名 
主催 ：我孫子北まちづくり協議会 
問合せ：7157-4517 
 
◆子育てサロン「わ」  

＊子育て中のお母さんがゆったり過ごす場です 
日時 ：12 月 20 日（火）・1 月 17 日（火）10:00～11:30 
場所 ：並木本館 ＊費用無料・申込不要 
対象 ：幼児（1～3 歳）とその保護者 20 組 
内容 ：手遊び・おもちゃ遊び・お話・パネルシアター 
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 
 
◆幼児と親のつどい 

＊子育て中のご両親・幼児がふれあう交流会 
日時 ：1 月 14 日（土） 10:20～11:50 
場所 ：あびこ市民プラザ・ホール ＊要予約・費用無料 
対象 ：幼児（概ね１～3 歳）とその保護者 30 組 
講師 ：子育て支援センターの落合・石山両先生 
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 
 
 

                        

◆つくし野イルミネーション 
 日時 ：12 月３日（土）～12 月 24 日（土）16:00～24:00 
 場所 ：丘の道つくし野中央分離帯 
 
 
◆年末年始お勧めスポット！ 
★宝蔵寺に詣で除夜の鐘を鳴らそう 
日時 ：12 月 31 日（土）23:30 頃～ 
（近隣では珍しく除夜の鐘が鳴らせます。一寸足をのばして鷲
神社にもお参りできます。） 

★布施弁天（東海寺）を夜明け前に初詣し初日の出を迎えよう 
（神々しい感じがします。所々で振る舞いが行われます。） 
★手賀大橋で初日の出を迎えよう 
（ここからの眺める日の出は最高です。手賀沼が真っ赤に染ま
り、すがすがしい気持ちになります。振る舞いも橋の上でよ
ばれます。） 

★柴崎神社と東源寺を詣でてみよう 
（我孫子では常駐宮司がいる神社、由緒あるお寺です。） 

 
◆ちびっ子餅つき大会 
 日時 ：1 月 15 日（日） 10:00～15:00 
 場所 ：あびこ農産物直売所 「あびこん」 
 内容 ：凧づくり・竹とんぼづくり・太鼓ショー 
 主催 ：あびこ型地産地所推進協議会 
問合せ：7128-7770  

 

 

 

 

 

 

 

 

久寺家通りの坂道にある CAFE DOCK 

 

【CAFE DOCK】 

    千葉県我孫子市つくし野 7-1-10 
営業時間：14:00～22:00 
定休日 ：月曜日 
TEL  ：090-8810-0968 
E-mail ：cafe-dock@docomo.ne.jp 

コミュニティ カフェ 

 

CAFE DOCK 

 

今年 6月から久寺家通りにオープンした CAFＥ DOCK。 

なんとオーナーの堀江さんは茨城県（自称ロンドン）から来

た、若い女性です。彼女の夢は、ロンドンパブをコンセプト

にお客様同士が楽しくくつろげる空間づくりだそうです。 

我孫子市の「空き店舗活用補助金制度」を利用し１号店と

して快調なスタートをきりました。地域の皆様とすっかり溶

け込んで、ランチ（要予約）や夜のパブはいつも賑っていま

す。 

旅好きで親しみを感じるオーナーとの語らいや、一工夫あ

るプチメニューが楽しめて、誰でも心和む入りやすいお店で

す。是非一度、訪れてはいかが！ 

カフェ  ドック 
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