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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
つど

集うことから はじまるまちづくり！！

我孫子北まちづくり
まちづくり協議会主催
協議会主催イベント
我孫子北まちづくり
協議会主催イベント
◆料理教室
料理教室 「シフォンケーキを
◆夏
夏のイベント
シフォンケーキを作ろう！！」
ろう！！」
日 時：6 月 18 日（月）10:00～12:00 先着 10 名
＊夏のフェステバル参加者募集
フェステバル参加者募集！！
参加者募集！！
13:00～15:00 先着 10 名
日 時 ：8 月 4 日（土）5 日（日）10:00～15:30
場 所：並木本館 調理室
場 所 ：並木本館 多目的ホール
参加費：700 円（試食会・おみやげ付）
募 集 ：25 組
申込問合せ：7157-4517（並木本館）
対象者 ：我孫子北まちづくり協議会の範囲内で
ご活動中のグループ
ジャンル：和・洋踊り、器楽演奏、コーラスなど
◆映画会
映画会 「緑園の
緑園の天使」
天使」＊日本語吹替え
日本語吹替え版
日時・場所：①6 月 15 日（金）13:30～ 先着 120 名 申込方法：並木本館受付にて応募用紙に記入し提出
＊応募多数の場合は抽選
並木本館 多目的ホール
申込締切：6
月 30 日（土）
②6 月 22 日（金）13:30～ 先着 50 名
問合せ
：7157-4517（並木本館）
つくし野館 会議室
参加費：無料
＊みんな集
みんな集まれ！！
まれ！！ 大歓迎！
大歓迎！
問合せ：7157-4517（並木本館）
つくって遊
遊
ぼう
こどもおたのしみ会
会！！
つくって
こどもおたのしみ
7157-4085（つくし野館）
日 時：8 月 25 日（土）10:00～15:00
場 所：つくし野館
対象者：こども・おとなも誰でも！
内 容：手づくりおもちゃで遊ぼう（午前）
映画・人形劇・紙しばい等（午後）
費 用：無料 ＊申込不要
問合せ：7157-4085（つくし野館）
ティーンエイジャー
の私をお楽
をお楽しみに！
しみに！
ポップコーンも
ポップコーンも
エリザベステーラー
あるよ！
あるよ！

天体ショー
天体ショー 金環日食

ご近所から
近所から見
から見られるスカイツリー
られるスカイツリー
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さてどこから見えたのでしょう？
①並木 5 丁目
②つくし野台
③天子山

答えは 4 ページ！

撮影場所：天子山

１

撮影者：和田

隆

安心安全のまちづくりを
安心安全のまちづくりを支
のまちづくりを支える医療
える医療と
医療と介護！
住み慣れた地域でその人らしく生きていくために

◆ほしの脳神経
ほしの脳神経クリニック
脳神経クリニック 星野茂先生

◆貫井医院

貫井 恭一先生
恭一先生

ますます高齢化している我孫子北地区。３人に１人は６５歳以上という高齢地域の我孫

２００６年３月に我孫子に開設し、脳神経外科、

子北地区（つくし野・並木地区）にとって、通院しやすく信頼できるかかりつけのお医者
さんや、相談機関があるということは安心して元気に地域に住み続けることができるとい

内科・リハビリテーション科を中心に診療を行って
います。MRI と CT を装備し、認知症、片頭痛、不

うことでもあります。そこで、今回は、我孫子北地区で新しく医療活動を始められた先生
方と４月にオープンした「高齢者なんでも相談室」を紹介します。

眠などの治療を行っています。
我孫子地区の方は医療に対する関心が高く、わか

ら引き継ぎました。医院の周辺は戸建の住宅地で、
高齢化がすすんでいるという印象です。今、気にな

りやすい説明や副作用のない投薬に心がけていま

っていることは高齢者の日常生活、特に独居の方の
健康についてです。また小児の放射能の甲状腺への

◆高齢者なんでも
高齢者なんでも相談室
なんでも相談室
４月に我孫子地区「高齢者なんでも相談室」が我孫子４丁目にオープンしました。
高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を続けられるように、介護・福祉・保険・
医療など、さまざまな面で支援を行うための総合相談機関です。ケアマネージャーや社会
福祉士、看護師などが常駐し様々な相談に対応するほか、高齢者にとって住みやすい地域
にするため、主治医・民生児童委員・介護サービス業者・ボランティア団体などとも連絡
を取り合い地域のネットワークをつくっていきます。お気軽にご相談ください。
◆月曜日～金曜日 8：30～17：00
祝日・年末年始を除く

内科・小児科・消化器内科の診療をしています。
専門は消化器内科です。大学病院にいましたが、昭
和 52 年に父が開業したこの医院を、平成 20 年か

す。昨年、我孫子北まち協の開催した健康について
の講演会で多くの地域の方に話を聞いていただきま

影響が心配です。

した。新木に健康に良い食事療法を取り入れた高齢
者のグループホームを開設しました。

普段から、患者さんのどんな些細な訴えも聞き逃
さないように心がけています。診療所の立場でいう

今、お薦めの健康法は免疫力を高める爪揉み療法

と、重症な患者さんを受け入れてもらえる中核の医
療機関が市内にもっとほしいと思います。町の医者

と玄米食。趣味は写真撮影です。
（お医者さん一家でお父

は、地域の何でも相談役のようでありたいもの。父

さんはフィリピンで医療

もしていたように、私も往診をしています。地域の
方々に安心し、信頼していた

活動を、弟さんも湖北台
で開院しました。）

夜間・土日祝日の電話対応は可）
◆無料

だける医者として診療を続け

（取材：大師堂）

◆我孫子４―５―28 山長第 6 ビル 1 階

ていきたいと思っています。
（取材：濱田）

◆０４－７１７９－７３６０

★我孫子北まちづくり
我孫子北まちづくり協議会
まちづくり協議会
平成 24 年度定期総会おわる
年度定期総会おわる★
おわる★
平成 2４年度総会を 4 月 29 日、我孫子北近隣センター並木本館ホールにおいて、
星野市長、関係部課長・職員、地元出身の市議会議員の方々をお招きし、北まち協委
員（自治会推薦・個人参加）67 名中 5９名（委任状９）の出席のもと開催しました。
すべての議案が満場一致で承認されました。
ますます高齢化する我孫子北地区の、防犯・防災に対する体制作りのため、自治会・
町内会や市民活動団体と、まち協との連携を強めて
いく必要を感じています。今後もまち協が明るいま

平成２４年度我孫子北まちづくり協議会役員
会
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長

藤江猛雄

副会長

藤木顕斎

小松弘道

会

計

滝川政彦

藤田公俊

監

事

丸木希望

赤坂君子

総務部会

米山康彦

濱田洋子

事業部会

施設管理部会

広報部会
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石黒敏夫

大師堂 寛

副部会長 園山隆久

垣野内健夫

中村軍冶

浅井 久

柴

栗原祐子

副部会長 佐々木哲明 播磨 紘

ちづくりの情報発信基地となるよう、また、近隣セ

勇

◆我孫子北地区の住民です。応援よろしくお願いいたします！

ンターの利用率向上と施設の充実をめざして委員一

近隣センターの管理と運営、自治会等との懇談会など
で交流を深め、地域住民の皆様が安心安全で暮らせるま
ちづくりに努力をし、センター利用については公平で規
律ある運用を図ってまいります。皆様のご理解とご支援
をお願いいたします。

我孫子北近隣センター
我孫子北近隣センター・
センター・5 月 16 日の放射線量 我孫子北近隣センターでは定期的に放射線量の測定を行っています。単位μsu/h

同励んでいきたいと思います。

現在の放射線量（地上５０㎝）
：並木本館外 0.124

２

～安心安全のまちづくりをめざして
安心安全のまちづくりをめざして～
のまちづくりをめざして～
会長 藤江猛雄
このたびの総会で会長に就任いたしました。

＊総会後の楽しい懇親会

施設内 0.078

つくし野館外 0.140

３

施設内 0.088

計測機器：A2700

＊＊わがまち散策情報ひろば＊＊
◆あやめまつり
あやめまつり

◆会員募集
会員募集

日

時：
：6 月 3 日（日）～17 日（日）
＊イベント 6 月 9 日（土）雨天の場合 10 日（日）
場 所：
：水生植物園～手賀沼公園
主 催：
：あやめまつり実行委員会
問合せ：
：7182-3131（我孫子市商工会議所）
＊詳しくは“広報あびこ 6/1 号”参照

◆子育て
子育てサロン「
サロン「わ」
＊仲間の
仲間の輪・和・笑いの中でゆったり過
ゆったり過ごしましょう
日 時：
：①6 月 19 日（火） 10:00～11:30
②7 月 17 日（火） 10:00～11:30
③8 月 21 日（火） 10:00～11:30（予定）
④9 月 18 日（火） 10:00～11:30（予定）
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：
：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
問合せ：
：7165-3434

＊根戸少年剣友会「
根戸少年剣友会「少年・
少年・少女剣士募集中」
少女剣士募集中」
日 時：
：①日曜日 9:30～11:00
②木曜日 19:00～20:00
場 所：
：根戸小学校体育館
対象者：
：幼稚園年長から成人
費 用：
：月 1,000 円
＊防具・稽古着は無料でお貸しします
申込問合せ：
：7183-2618（桐山）

◆あびこ
あびこカッパ
あびこカッパまつり
カッパまつり
日

時：
：８月 25 日(土) 10:00～2１:00
＊雨天の場合は 26 日(日)に順延
場 所：
：我孫子南口駅前大通り・公園坂通り
手賀沼公園・けやきプラザ前
内 容：
：河童音頭大行進・仮装大行進コンテスト
カッパダンス企画・流しそーめん
子どもヒルクライム・竹宵イベント
子どもハローワーク・花火など
主 催：あびこカッパまつり実行委員会
申込問合せ：
：090-6196-6514（実行委員会事務局）
＊詳しくはホームページ
あびこカッパまつりで検索！

◆つくし野夏祭
つくし野夏祭り
野夏祭り
日 時：
：7 月 28 日（土）29 日（日）
場 所：
：つくし野４号公園（中央公園）
内容 ：盆踊り・みこしの巡行・吹奏楽演奏・出店など
問合せ：
：7184-2385（小松）

＊＊まちづくり
＊＊まちづくりネットコーナー
まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．７
Ｖｏｌ．７＊＊
母親たちの
母親たちの声
たちの声で国道６
国道６号に歩道橋新設！
歩道橋新設！
我孫子２丁目のマンション地区からは、根 のＮさんが代表者となり、１３６０名の署
戸小へ約７５０人、久寺家中には約２００人 名を集めて市議会へ請願を行い、全会一致
の子どもたちが通学しています。
この間グランレジデンス前の交差点、エス

で採択されました（Ｈ22 年 12 月）。
その後、市長も状況を視察し、国交省へ

パ前の交差点、そして丘の道では宅配便の集 の交渉の結果、国・市の予算も成立し、来
配所の車の出入り口前を通り、再び丘の道を 年秋には新歩道橋が完成する予定となりま

朝の登校風景
子ども達の列が途切れず続きます

横切る横断歩道を渡らなければなりません。 した。Ｎさんは、市長・市議会の皆さんな
子どもたちの安全を守るため、総勢１１名 ど多くの方々の協力に感謝し、地域の子ど
のお母さん方が交代でほぼ毎日、安全指導に もたちを今後も温かい心で見守って頂きた
当たっています。多くの子どもたちが集団で いと話していました。
横断中

道路を横断し、交通事故の危険にさらされて
いる状況を改善しようと、グランレジデンス
1 ページの回答！

③天子山

何度も道を横断して危険
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・ Ж 編集閑話 Ж・
新年度を迎え、我孫子北近隣センターの役員も大部分が入
れ替わり、私は引き続き広報を担当します。
今後の編集方針は次の 4 点を柱にしたいと思います。
①我孫子北近隣センターの施設をお知らせしご利用いただく
②まちづくり協議会の仕組みや活動をお知らせる
③我孫子北の地域やまちづくりに関する楽しく、ためになる
情報をお届けする
④親しみやすく、ためになり、広く読まれる広報紙を目指す
以上よろしくお願い致します。✑Ｈ．Ｄ

４

＊我孫子北地域の情報募集中！情報は FAX で並木本館へ！
発行者：
発行者：我孫子北まちづくり
我孫子北まちづくり協議会
まちづくり協議会 広報部会
＊並木本館
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：7157-4517
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＊つくし野館
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