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
たそがれ

◆第 6 回 新春お楽しみ会
「HIDE×HIDE 新春ライブ in 我孫子」
今回は渋く、新しく、和楽器の演奏をご堪能
ください！
主 演：ローレンス・オリヴィエ、ジェニファー・ジョーンズ

◆名画映画鑑賞会 懐かしの名画「黄昏」＊日本語吹替え
愛ゆえに落ちぶれていく男のメロドラマ
華やかな女優の陰に男の侘しさが胸を打つ

：石垣秀基（尺八）
、尾上秀樹（中棹三味線）
ワキマル・ジュンイチ（ピアノ）
：1 月 28 日（土）開場 13:00 開演 13:30～
：並木本館 多目的ホール
：先着 120 名
＊入場無料・申込み不要

日 時：①12 月 16 日（金）13:30～
先着 120 名 並木本館 多目的ホール
②12 月 22 日（木）13:30～
先着 50 名 つくし野館
◆3 月映画鑑賞会の予告 懐かしの名画「夫婦善哉」
主 演：森繁久彌、淡島千景
日 時：① 3 月 17 日（金）13:30～
先着 120 名 並木本館 多目的ホール
② 3 月 23 日（木）13:30～
先着 50 名 つくし野館
＊映画鑑賞会は入場無料・申込み不要

◆こども料理教室
日
時：3 月 11 日（土）10:00～14:00
場
所：並木本館 調理室
内
容：押し寿司・汁物・ゼリーを作る
参 加 費：100 円
：15 名（小学 4 年生～6 年生）
：並木本館 2 月 9 日（木）10:00～
指
導：全国友の会 我孫子支部の皆さん

◆ひな祭り
日
場
内

時：2 月 26 日（日）11:00～15:00
所：並木本館 多目的ホール
容：ゲーム・太鼓演奏・ダンスなど
＊ポップコーンのプレゼント！
＊入場無料

問合せ：7157-4517（並木本館）
7157-4085（つくし野館）

健康マージャンで生き生きライフ！
今、指をつかい、頭をつかうマージャンは、老化防止や認知症予防につながると言う事で、健康福祉の面からも推
奨されているゲームのひとつです。この度我孫子北地区の有志が、健康マージャン同好会を立ち上げたとのことです。
「賭けない、禁酒、禁煙、大声禁止で楽しく遊ぶ」をルールに、初心者の方も一緒に参加できる地域の楽しい交流の
場にしたいと張りきっています。月 2 回、我孫子北近隣センターで開催されるとのことですので、ご関心のある方は
下記の代表者の方に連絡してみてはいかがですか。

ご家庭で不要なマージャングッズが有りましたら、
我孫子北近隣センターに寄贈して頂けると幸いです。

＊問合せ・連絡先：市川 090-6013-5631

１

世代間で支えあうまちづくり
◆
9 月 18 日に毎年恒例の『自治会・町内会とまちづくり協議会との懇談会』が開催され、
「高齢化の課題と対策」について情報や意見
交換が行われました。戸建を中心に高齢化が進み、事前アンケートの｢自治会活動に対する影響への不安や、危機感を感じている自治会
は全体の 50％｣という結果を背景に、各自治会から様々な工夫された活動が紹介されました。その中でも新しい傾向として、高齢化だ
からこそお互いに助け合う地域をめざそうと、元気な高齢者が子育て世帯の応援をする等の取組を始めている自治会もあるようです。
つくし野５丁目の高齢者のサロンが障害者施設へボランティアをしに行き、つくし野マンション地区では自治会と共に様々なサーク
ルや団体が協働して地域の行事を行っています。また、元気なシニアグループが美化活動を行い地域に貢献しているなど、自分達の楽
しみの活動だけではなく、まちづくりを意識した活動が広がりつつあるようです。
今号では世代間の支え合いや交流活動など、幅広く協同した取り組みを紹介します。

我孫子駅近くの大規模マンション群は、14 歳以下の子どもの人数

菱田自治会では、昨年度より街路灯の LED 化によって節約で

が我孫子北地区では最も多く、また 65 歳以上の高齢者も北地区では

きた費用を原資とし、自治会のイベントの企画や老人会への支援

2 番目に多いところでした。
（本紙の前号の年齢構成グラフ参照）

をしています。また、子ども達やその親である若い世代の自治会

その中で「グラン・レジデンス」は、
「シティア」に次ぐ戸数 738

内交流の機会として、老人会「シニアサークル菱田」の協力も得

戸の大規模マンションです。居住者会（自治会）の下に、子ども会と

て、イベント毎に子ども達(幼児、小中学生)のためのコーナー（餅

「けやきクラブ」
（92 名）というシニア・グループがあります。

つき、ビンゴ、お菓子のくじ引き等）も用意しています。

子ども会は、0 歳児から 14 歳までの子ども 368 人と大変多く、

「シニアサークル菱田」は昨年、新たに発足した老人会員約

その運営には居住者会役員と保護者の方に加えて、シニア層の方々も

80 名の交流組織で、自治会役員会とは密接な協力関係で運営さ

サポーターという名で参加しています。ここでは、子ども達とシニア

れています。年間行事(花見、納涼会、敬老会、芋煮会等)の他に、

層のコラボレーション活動がいくつも企画されているとのことで、夏

分科会(卓球、ゴルフ、麻雀等、12 分科会)があり活発に活動し

休みのラジオ体操（今夏は 134 名の子どもたち参加）では「けやき

ています。この分科会は、メンバー以外の住民も参加でき、ゴル

クラブ」のメンバーが指導員となって一緒に体操をしています。

フ、ヨーガ等、世代間をまたいだ会員で活動している分科会もあ

また、今年 9 月には世代間交流として輪投げ大会がマンション中
庭の芝生の広場で企画されました。しかし、あいにくの雨で屋内での
開催となりましたが、子どもと親、祖父母の３世代が一緒のチームと
なって輪投げのゲームに興じました。ちょっと残念だったのは、けや
きクラブ以外の一般の居住者の方の参加が少なく、今後の取り組み課
題となったとのことです。

広報部会取材

ります。
今後は、分科会主催の自治会行事（文化祭、各種発表会、卓球
大会等）が計画されていています。

市は、非常時の場合に支援を必要とする方（福祉サービス・障害者手帳・介護認定を受け
ている）の名簿を作り受け取りを希望する自治会に配布しています。 これを機会に、自治
会内の要支援者の把握についての関心が高まっているようですが、個人情報保護等の課題か
ら受け取りに慎重な自治会も目立ちます。

我孫子北地区の名簿の受け取り状況 （アンケートの回答 30 自治会中）
要支援者名簿を受け取っている （5 自治会）
個別調査をして要支援者名簿を作成している （10 自治会）
現在検討している （14 自治会）
考えていない （３自治会）
懇談会の中では、各自治会の、要支援者名簿の受け取り状況と受け取る事についての
受け止め方や、要支援者の把握についての取組が話されました。
◆要支援者名簿を受け取った自治会は全市で 7 件です。（11 月 1 日現在）

①市から要支援者名簿を受け取った・又は受け取る予定の自治会
受け取ると答えた自治会の多くは、独自に要支援者を把握しているようです。
・マンション独自に要支援者リストを作成し自主防災役員に周知。
(グランレジデンス居住者会)
・自治会で要支援者の聞き取りをして把握をしている。（つくし野みどり自治会）
・要支援者リストを作り役員に回覧。原本は会長保管。（つくし野南自治会）
・6 年前からアンケートを取り、要支援者を把握している（天子山自治会）
・要支援者リストを個人情報の取り扱いに注意して活用したい（並木 9 丁目自治会）
②受け取り検討中又は受け取り未定の自治会
「要支援者リストは活用が難しい」「管理が難しく受け取っていない」「要支援者の
把握は現在検討中」「高齢化対策は時期尚早とのことで要支援者名簿は受け取らない
と役員会で決めた」との理由が目立ちました。

これからさらに、住民の交流を深化させていくために、世代間
をまたいだ活動グループを増やし支援していく方針です。
菱田自治会会長 星野義雄

懇談会には年々、参加自治会が増えて、アンケートの協力が 35 自治会中 30 自治会、出席
は 23 自治会でした。今年のテーマは、『高齢化の課題と対策』で、昨年の『自主防災』に比
べると関心度や取り組みが今一歩という印象ですが、グループ討議は大変盛り上がりました。
自治会懇談会の目的の一つが、自治会長さんの相互のコミュニケーションの機会を作ること
です。今後は懇談会終了後の立食パーティを企画したり、定期的（例えば年４回位）に自治会
長さんが集える場の提供などもよいかもしれません。
地域会議や自治会サミット、我孫子北地区福祉協議会のエリア懇談会などがあるなか、会議
ばかりではなく自治会間の情報交換や連携を生みだすための親睦づくりもまち協の役割りの
ひとつかもしれませんね。まち協へのご意見やご希望を今後ともお寄せください。
我孫子北まちづくり協議会 総務部会

２

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）
＊仲間の 輪･和･笑い の中でゆったり過ごしましょう

◆並木小「ふれあいサロン」のお誘い（高齢者のつどい）

日 時：①12月9日（金）：10:00～11:30
時：12月20日（火）：親子の工作（クリスマスブーツ）
クリスマス会（こだま学級とともに）
1月17日（火）：親子の工作（牛乳パックのコマ）
②1月27日（金）：10:00～13:00
2月21日（火）：絵本を楽しもう（図書館・お話し会）
新年会（〇×ゲーム・食事会）
各会10:00～11:30
③2月24日（金）：10:00～11:30
内 容：手遊び・おもちゃ遊び・月替わり企画等
浦富美さんと歌う
場 所：我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール
④3月24日（金）：10:00～14:00
対象者：未就園児とその保護者 ＊無料・予約不要
お楽しみ会
主 催：我孫子北地区社会福祉協議会
場 所：①②③我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール
共 催：我孫子北まちづくり協議会
④市民プラザホール
問合せ：7165-3434（我孫子北地区社会福祉協議会）
参加費：①200円 ②600円 ③100円 ④700円
主 催：並木小「ふれあいサロン」
◆つくし野イルミネーション
問合せ：7182-2772（福田禎子）
日 時：11月19日（土）～12月26日（月）16:30～2:00
場 所：丘の道つくし野中央分離帯
◆年末年始スポット
主 催：つくし野睦会
★寶蔵寺（除夜の鐘つき）12月31日（土）23:00頃～
★鷲神社（久寺家）
★布施弁天（東海寺）
★利根川の土手にて初日の出（元旦の日の出 6:48）
日

＊このイベントはつくし野睦会が夏祭りの出店の収益金をあて、
ボランティアで行っています。

手賀沼の初日の出

＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．25＊＊

我孫子ビレジの豊かな環境を守りたいという想いか

サークルを兼ねている方も多く、様々な世代の方たちと

ら、ある一人の方が公園などの草むしり、花植えなどを

共にイベントのお手伝い等でも地元のために汗を流し

始めたそうです。そのうちに二人、三人と賛同する仲間

ています。さらに多くの方がこのような活動に参加して

が増え、ボランティアの「草むしり隊」として誕生しま

くださることを願っています。

した。

＊連絡先：7184-6098（篠原裕治）

メンバーは現在 17 名、活動はつくし野 4 号 5 号公
園、グリーンベルト等の花壇の除草、芝刈り、公園清掃、
歩道脇の除草、殺虫剤散布、サツキの剪定、たい肥づく
り等と多岐に渡っています。
27 年の年間活動実績、出動回数 41 回、参加延べ人
数 224 人、活動延べ時間 373 時間。メンバー全員 70
歳を越え、高齢化が進んでいますが、自治会や文化

・Ж

編集閑話 Ж・

街には電飾照明（古いですかな？）が点滅し始め、クリスマスソング
が流れるなど師走の雰囲気が漂い始めてきました。私は今年から広報部
会の活動に参加しました。広報部会では、記事にするための資料集め、
資料提供者へのインタビュー等地味な活動の積み重ねですが“継続は力
なり”の心意気で協力して取り組んでいます。地域の事や情報紙づくり
に興味のある方、ぜひご一緒しませんか？
✑ T.K

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：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
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