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協議会主催イベント
◆映画鑑賞会 懐かしの名画 「キューポラのある街」
吉永小百合 17 歳の青春映像（モノクロ）
監 督：浦山桐朗
出 演：吉永小百合・浜田光夫ほか
日 時：①3 月 20 日（金）13:30～15:15
先着 120 名 並木本館 多目的ホール
②3 月 26 日（木）13:30～15:15
先着 50 名 つくし野館
参加費：無料 ＊申込み不要
問合せ：7157-4517（並木本館）
7157-4085（つくし野館）

薬膳料理教室 好評開催中 ～ 東洋の知恵で元気になろう ～
【身近な食材で作る薬膳料理】
講師：足立智枝子さん（国際薬膳師・管理栄養士）
◆第 1 回「花粉症対策メニュー」 2 月 13 日（金）終了
★メニュー
・生姜としそと はとむぎごはん
・豚レバーの南蛮づけ
・山芋のおとし汁
・菜の花といかの炒め物
・杏仁豆腐 いちごソースあえ

ひなまつり 2015
「ひなまつり」を今年は北
近隣センター並木本館多目的
ホールで行いました。

◆第 2 回「疲れをとる献立」 3 月 6 日（金） ＊受付終了
★メニュー
・黒豆としめじと桜えびのごはん ・牛肉とブロッコリーの炒め物
・あさりとニラと生姜のスープ
・切り干し大根のサラダ
・いちご大福

「ちびっこたちと楽しんだ紙芝居」

１

あびこ北の花と緑のまちづくり
◆市民の花と緑の活動へ
住宅地なのに、公園にいるようなまちなみ、庭にいるようなまちなみがあります。

我孫子市の支援

我孫子市では、自治会やボランティアグループの皆さんの緑豊かな都市空間を

住宅地なのに、歩いて楽しいまちなみ、癒されるまちなみがあります。
住宅地だから、家とその周りが主役、そこに住んでいる人の気持ちが表れています。

創出する活動に対して、様々な支援を行っています。
その一つが「市民手づくり公園事業」です。公園の新しい利用の仕方の提案や、

歩く人、訪れる人は、いつでも遠慮なく、１軒１軒の「もてなしの心」を楽しめます。

施設づくり及び維持管理を地域の方に行ってもらい、地域コミュニティによる魅

住宅地は、子どもたちの登下校や遊びの道筋でもあります。

力ある公園づくりをめざしています。現在、市内 11 か所で住民の方がアンケー

子どもたちにも、安全で安心、そして心ふれあうまちなみを楽しんでもらいたいものです。
今回は、住む人の一人ひとりが主役となって、自ら景観という「もてなしの心」を発揮した

ト調査や話し合いなどを行い、工夫をこらした公園づくりを行っていただいてい
ます。市は、情報提供や物品の提供・貸出しなどの支援を行っています。

我孫子北の花と緑のまちづくりを「我孫子の景観を育てる会」の協力を得て紹介します。

また、市民グループにより行われている駅前広場や近隣センター、公共施設、
街路などの花壇づくりに対しても、緑化推進事業の一環として、花苗などの一部
を提供しています。
今後、緑化推進のための新たな活動グループをつくるなどのご希望がありまし
たら、公園緑地課までお問い合わせください。
我孫子市では、市民の緑化推進を積極的に支援していきます。地域の皆さんの
ご活躍を期待しております。

◆

◆花づくりを通してのコミュニティ

桜の見どころ

★問い合わせ先：04-7185-1111 公園緑地課

我孫子北の住宅地を歩くと、手入れの行き届いた花と緑いっぱいの庭や

北地区では、我孫子２丁目マンション街や、国道６号線の電研

歩道、公園に出会います。特に 4～5 月のつくし野 2 丁目、あきにれ通り

桜並木が目につきます。他にも、根戸小や並木小、久寺家中の桜

等を散策すると美しい様々な花を楽しむことができます。庭の花々を眺め

も見事です。並木地区の電研南斜面林では、子福桜（こぶくざく

ながら歩くと、花の手入れをする住民と、花を通しての会話も弾みます。

ら）という秋から春にかけて咲く珍しい桜も観られます。

提供

花の苗、苗木、種、肥料、土、レンガ、ブロック、モルタル、砂、釘、プランター、
ネジ、ヤスリ、ペンキ、木材、その他整備に必要な物品

貸出

草刈機、電気ノコギリ、電気カンナ、発電機、刈込みバリカンなど

手入れを趣味としている方々は互いに花づくりの情報を交換し、共同で
種や苗などを購入したり譲り合うこともあり、ご近所同士の交流も豊かな
ようです。
また、我孫子駅北口ロータリーの植え込みや花壇は「ガールスカウト」
や「5 人会」等のボランティア団体により清掃・整備されています。
中央電力研究所

★

近隣センターの花壇 ★

我孫子 2 丁目マンション

＊＊オープンガーデン＊＊

近隣センター並木本館の花や緑は施設管理部会

ガーデニングの本場、イギリスでは８０年ほど前か

やボランティアの方が丹精込めて育てています。

ら行われていて、個人の庭を一定期間一般の人に公開

四季折々の花達をご覧ください。

するという活動。お茶とお菓子を出して、少額有料で

チューリップ

インパチェンス満開

市から届いたパンジー苗

２

玄関前寄せ植え

チャリティしているケースもある。日本では、期間を

久寺家中学校

つくし野中央分離帯

並木 1・2 号公園

「我孫子の景観を育てる会」とは
市の景観づくり市民講座を受講したメンバーが、我孫子の景観を誇れる
ようにしようという趣旨で、2001 年 6 月に発足。会員数 65 人。

設けたり、家人が居れば常時公開したり、さまざまで

日立研修所庭園公開、景観シンポジウム、我孫子ゴルフ倶楽部の市民観

ある。訪問者とオーナーの交流や、ガーデニングの知

桜会、我孫子のいろいろ八景等の行事を企画し、我孫子の景観を守る・景

識を交換したりしている。近隣では流山市がガイドブ

観を育てるという両方の観点から活動している市民グループです。住民が

ックを発行し、柏市は市内のオープンガーデンの地図

自宅や地域を花と緑豊かにする活動を『ストリートガーデニング』と呼び、

を HP で公開している。

積極的に紹介しています。2 月 28 日には桜八景が発表されました。
３

＊＊わがまち散策情報ひろば＊＊
◆子育てサロン「わ」（未就園児のつどい）

◆第12回市民観桜会（市制45周年記念事業）

＊仲間の 輪･和･笑い の中でゆったり過ごしましょう
日 時：3月17日（火）：保健師のお話（春の健康管理）
4月21日（火）：親子の工作（鯉のぼり）
5月19日（火）：電車ごっこ
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 無料
主 催：我孫子北地区社会福祉協議会
共 催：我孫子北まちづくり協議会
問合せ：7165-3434（我孫子北地区社会福祉協議会）

日

時：3月30日（月）10:00～16:00（入場は15:00まで）
＊雨天中止
場 所：我孫子ゴルフ倶楽部（13番・16番コース周辺）
★会場内では、喫煙・飲食（清涼飲料水は可）
・ペット持込み等は禁止
★運動靴・ウォーキングシューズを着用して下さい
入 口：五本松公園向い側の特設入口
★クラブハウス正面入口は入れません
駐車場：五本松運動広場駐車場をご利用下さい
参加費：100円
主 催：我孫子の景観を育てる会
後援：我孫子市
協 力：（社）我孫子ゴルフ倶楽部
問合せ：090-6034-9149（我孫子の景観を育てる会）

◆並木小「ふれあいサロン」のお誘い（高齢者のつどい）
日

時：①3月27日（金）：お楽しみ会
②4月24日（金）：「交通安全」・「騙されないために」
③5月22日（金）：落語
①10:00～13:30 ②・③各10:00～11:30
場 所：①我孫子市民プラザ ホール
②・③我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール
参加費：①700円（お弁当代込） ②・③各100円（お菓子代）
主 催：並木小「ふれあいサロン」
問合せ：7182-2772（福田禎子）

◆我孫子北まちづくり協議会定期総会
日

時：4 月 29 日（木／祝）10:00～

場

所：並木本館

多目的ホール

＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．１８＊＊

教えるスタッフは教員経験者、日本語講師、塾講師、元会

我孫子で初めての夜間中学が 2013 年 9 月に始まりまし

社員、主婦の方々がボランティアで 10 数人参加。

た。障がいがある方、外国人の方、不登校の方、学習進度に

代表の相澤先生は「残念ながら今の学校は様々な要因で一

ついて行けない方、義務教育を受けられなかった方に、学習

部の子ども達にとっては楽しく学べる場所にはなっていま

支援をしています。
授業は基本的にマンツーマンの個別学習。利用者は 10 代

せん。そうした子どもたちや、学ぶことができなかった大人

～40 代までの 20～30 人が登録していて普段は 10 数人の

にも、もう一度、生きていく糧になる、学ぶ楽しさを味わう

方が通っています。

場にしたい」と語っています。現在湖北に第 2 教室を準備中
だそうです。

活動日：毎週火曜日
活動場所：けやきプラザ 10 階・市民活動ステーション
会 費：無料
対象者：学歴や年齢は関係なく学びたいと思っている方誰でも
協 力：我孫子市社会福祉協議会
代 表：相澤 090-4240-1975
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
我孫子北地域の情報募集中！情報は FAX で並木本館へ！

：

Ж

編集閑話

Ж・

「あびこ北の花と緑のまちづくり」と題して「我孫子の景観を育てる
会」さんのご協力をいただき、まちの中にある素敵なお庭や花壇を紹介
してみました。皆様もガーデニングに乗り出し、おもてなしの心意気で
一人でもできるまちづくりに参加してみませんか？我孫子を花と笑顔
で一杯にしようではありませんか！！
✑ 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/
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