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我孫子北まちづくり協議会主催イベント 
◆懐かしの名画鑑賞会 「風と共に去りぬ」 
 ＊カラー 1939年作品 
   日本語吹替 212分 

 映画史上不朽の名作！ 

  前・後編を一挙上映 

      

  南北戦争を背景に描く 

      壮大なメロドラマ 
 主 演：クラーク・ゲーブル／ヴィヴィアン・リー 
 日 時：①6月１６日（金）13：30～17：15 
      先着120名 並木本館 多目的ホール 
      ②６月２２日（木）13：30～17：15 
      先着 50名 つくし野館 
 ＊入場無料・申込み不要 
 

◆9月名画鑑賞会の予告 「喜びも悲しみも幾歳月」 
 ＊カラー 1957年作品 160分 
 監 督：木下恵介    主 演：佐田啓二／高峰秀子 
 日 時：①9月15日（金）13：30～ 並木本館 
      ②9月21日（木）13：30～ つくし野館 

◆望遠鏡工作と星空たんけん観望会（予告） 
日 時：8月26日（土）16：00～19：30 
場 所：並木本館 
（実施内容、募集要領等は後日チラシ等でお知らせします） 

夏のフェスティバル 
 

★つくし野館 
 ＊夏休みこども工作会 
  「3極モーター作りに挑戦！」 
 日  時：7月25日（火）10：00～12：00 
 場  所：つくし野館 
 参 加 費：300円 
 持 参 品：新聞紙（2面分1枚） 
 ：先着20名（小学４～6年生） 
 ：つくし野館 6月25日（日）から 
     （受付時間：10：00～16：00） 
 
★並木本館 
 ＊地域の皆さんの「サークル・グループ活動発表会」 
 日 時：8月6日（日）10：00～16：00 
 場 所：並木本館 多目的ホール 
 内 容：ダンス・太鼓・器楽演奏・コーラス・詩吟 
     大正琴など（予定） 
 問合せ：並木本館 

（途中休憩あり） 

問合せ：7157-4517（並木本館） 

    7157-4085（つくし野館） 

集うことから はじまるまちづくり！！ 

  

つど 

◆我孫子北まちづくり協議会定期総会終わる 

 4月29日（祝）多目的ホールで総会が行われました。 

平成28年度の事業報告と事業決算報告、同29年度の事業

活動計画案、及び当まちづくり協議会が事務局の主体となり

準備を進めている地域会議について 

の報告がなされ、その全てが 

承認され、新年度がスタート 

することとなりました。 

 総会終了後の懇親会には、当近隣 

センターの管理人や市の関係者の方 

たちも参加し、和気あいあいの懇親 

会となりました。 

◆第1回我孫子北地区地域会議が開催されました 

 5月28日、第1回目の地域会議が、我孫子北地区の23

の自治会、北地区社協、高齢者何でも相談室、地区民生・児

童委員の方々の参加を得て開催されました。 

 当会議は、地区の様々な団体が集まり、話し合うことで、

情報や課題を共有して課題解決に取り組んで、より住みやす

いまちづくりを進めようとする場です。 

 第 1 回では、我孫子北地区自治会へのアンケートから見

た、自治会の現状とその抱える課題をテーマに話し合いが行

われました。 

星野市長挨拶 
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まちづくり協議会ってなーに？    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

◆まちづくり協議会の大きな３つの目的 

１．近隣センターの管理・運営 

   近隣センターの管理運営を担うことも、一つの大きな目的です。 

２．地域住民間の交流と連帯（コミュニティづくり） 

   近隣センターを拠点に、地域住民間の相互の親睦や交流を図り、 

  コミュニテイづくりを進めることを、大きな目的としています。 

３．地域の課題解決と住み良い環境づくり 

   地域住民の親睦と交流を土台にして、地域の様々な問題を皆で 

  話し合って解決し、住み良い環境づくりを進めます。 

   市の協力が必要な場合は、市と協議及び調整をする場と 

  なります。 

◆地域の課題解決にむけて地域会議がスタート 

 今まで創立以来７年近く、地域の人に快適に近隣センター 

 を使っていただけるよう運営・管理に務めるとともに、地域住民 

 との交流と連帯のために、各種イベントを開催してきました。 

  今年は、更に自治会や市民団体、地域の社会貢献や福祉を 

 担う団体と情報交換や協働の体制「地域会議」をつくりました。 

  それぞれの知識や技術・特性を活かせる連携を行い、地域の課題 

 について、自ら発見し、考え、行動して解決をしていけるような 

 まちづくりを進めていきます。 

 我孫子北まちづくり協議会も 7年目を迎えました。近隣センターでの

地域住民との色々な交流イベントも沢山の皆さんの参加を得て定着して

来ました。おかげで、並木本館とつくし野館も多くの方に利用され、  

近隣センターが地域の人達の交流の場として根付きました。 

 しかし、その一方で、地域では高齢化が進み、「自治会役員の成り手が

いない、自治会活動や地域の行事が成り立たない、独居老人が心配」  

  他地区のまちづくり協議会がかかわる地域会議の成果 

我孫子市ではこれまでに 4つのまちづくり協議会が地域会議に 

取り組んできました。それぞれの地域課題にしたがって活動の内容も様々です。 

久寺家地区：少子高齢化対策・交流事業として「よりみちサロン風」の開設、 

買い物支援、夏休み子ども教室などの開催、地域情報誌の発行 

天王台南地区（こもれび）：課題別に別れて活動「カラス被害防止サークル」設置 

天王台北地区：我孫子第三小学校と連携して合同防災訓練を計画 

新木地区：平成 27年度に発足。小中学校、高齢者施設、消防団、活動団体等 

が集まり地域の課題出し会議を行う   

     （我孫子市 HPより） 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

◆まちづくり協議会ってどんな組織なの？ 
 ＜支えているのは、６７人の住民ボランティア！＞ 

主に自治会や町内会の方々と、まちづくりに関心のある個人の

方などがボランティアとして参加しています。 

※近隣センターの運営・管理費用やイベント費用は市が負担。 

平成２９年４月現在で、６７名の方がボランティアとしてまち

づくり協議会の委員になり、そのうち２４名が役員として運営を

担っています。 

◆４つの部会が運営を分担しています。 

 施設管理部会（１１名）・・利用者が快適に使用できるよう

近隣センタ－の管理・運営をしています。 

 事業部会（２１名）・・コミュニティづくりのためジャズコ 

ンサート、サマーフェスティバル、 

映画鑑賞会、星空観望会、料理教室 

等、色々なイベントを企画・実施 

しています。スタッフが日夜頭を 

ひねって企画に没頭してます！ 

 総務部会（１４名）・・協議会の運営業務や、会計、自治会

との窓口など、各種調整役を担当しています。 

 広報部会（９名）・・広報紙の作成・ホームページの管理な

ど、協議会の活動の広報を担当してます。 

◆あなたも、まちづくりに参加してみませんか？ 

まちづくり協議会のやっていることにご興味の有る方は、是非、

一緒にやりませんか？  

★ 問い合わせは、我孫子北近隣センター 並木本館へ 

 

我孫子北地区の地域会議を有意義なものに！ 

我孫子北地区は約 10,000 世帯の住民が住み、37 自治会、社会福祉協議会等の地

域の団体が活動しています。地域の様々な課題も多く、防災・防犯問題、高齢化社会

から派生する問題等、自治会だけでは解決できない課題もたくさんあります。地域会

議はその課題に関連する団体が集まって衆知を集め専門家も交えて議論する場です。 

最近では、天王台南地区地域会議が「ごみステーションのカラス被害対策」に取り

組み、関係者の知恵で見事に課題解決に成功しました。 

我孫子北地区でも、それぞれの問題に関して互いに情報や・意見を交換し、協働し

ながら、信頼関係を築きながら進めていきたいと思っています。皆さんの参加をお待

ちしています。            我孫子北地域会議 事務局総務担当 平井 

 

 

 

 

 

 

折りたたみサークル

の中にゴミを入れ網

を掛けて被害を防ぐ 

  天王台南地区 

 

高齢者・障害者・

子どもの交流の場

「よりみちサロン

風」 

久寺家地区 

 

 
 

ボランティア 

などの声も多く聞かれるようになり、地域の抱える課題が明らかになっ

てきました。 

 ここで、もう一度、まちづくり協議会の仕組みや役割を地域の方々に

知っていただき、より多くの住民のご理解とご協力を得て、これら地域

の課題解決に立ち向かう活動への一歩を踏み出していきたいと考え、こ

の特集をお届けすることになりました。 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・Ж 編集閑話 Ж・ 

我孫子北まちづくり協議会の定期総会が終わり、私たち委員は、

新たな気持で活動を始めています。29 年度北まち協の新事業は、

「地域会議」の発足です。地域の皆さまのご理解とご協力を頂きた

く、２・３頁は、「まち協の活動」と「地域会議」について、解り

やすい特集記事にしました。ご感想、ご意見をお寄せください。お

待ちしています！            ✑ Y・H 

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/ 

 

◆並木小「ふれあいサロン」のお誘い 
（高齢者のつどい） 

日 時：①6月23日（金）：10:00～11:30 

      七夕飾り（並木小1年生とともに） 

    ②7月14日（金）：10:00～13:00  

      認知症について（高齢者支援課） 

    ③9月22日（金）：10:00～11:30  

             高齢者の注意点（我孫子警察署） 

     

 場 所：①並木小学校体育館 

  ②③我孫子北近隣センター  

            並木本館 多目的ホール 

 参加費：各100円  

 主 催：並木小「ふれあいサロン」 
 問合せ：7182-2772（福田禎子） 

  

＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．27＊＊ 

＊＊わがまち散策情報ひろば＊＊ 

 7月15日（土） 

   我孫子自治会祭礼、並木親子夏祭り 

   学園通り町会お祭り 

 7月１５日（土）16日（日） 

   八坂神社祭礼 

 ７月１６日（日） 

   シティア夏祭り 

 7月29日（土）・30日（日） 

   つくし野夏祭り  

 ８月２６日（土） 

   あびこカッパまつり、エールの丘夏祭り 

 グラン・レジデンス夏祭り 

   アクア・レジデンス夏祭り 

 

   お礼！ 
平成29年4月に「けやき子供会」様よりご寄付がありました。 
 

 いつもこの紙面でご案内している子育てサロン「わ」

の取材をしました。 

 この日も、いつものようにたくさんの乳幼児連れの母

子が集まり、皆で手遊びをしたり、思いおもいのおもち

ゃで遊んでいました。 

 参加しているお母さんにインタビューすると「場所み

しりや人見知りをする子なのでいろいろな場所や人に

慣れてくれればと思って来ています」「上の子の時に来

てお友達になったママと、お互いの二番目の子を連れて

また来てみました」「ここはベテランのスタッフの方に

気軽に育児の相談ができて安心です」「たまに会う祖父

母になかなか慣れなくて、ここの高齢のスタッフの方と

ふれあうことで祖父母にも慣れてくれれば良いと思って 

います」「同じ月齢の子を持つママ同士の情報交換が嬉

しいです」というお話を聞かせてくれました。 

 スタッフの方々は、「忙しいお母さんが少しでもゆっ

くりと保健婦さんのお話を聞いたり、お友達とお話をし

てリフレッシュしてもらえればと思っています」「お母

さん達から相談を受けると、ああ、信頼してくれている

んだなと嬉しくなります」「自分も 1 歳の子どもがいる

ので勉強になります」「孫が生まれたのでいろいろ興味

深いです」との声。スタッフの皆さんもかわいい子ども

達にたくさんのパワーをもらっているようでした。 

     （取材：栗原祐子） 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆日 時：毎月第 3火曜日 10時～11時半 
◆場 所：我孫子北近隣センター 並木本館 
◆内 容：手遊び・おもちゃ遊び・月替わり企画 
◆対 象：0 歳児～未就園児とその保護者 
     ※予約必要なし  
◆問合せ：我孫子北地区社会福祉協議会 
     716５-3434 
         月曜日～金曜日   ９時～１２時 
      1５時～１６時 

http://www1a.biglobe.ne.jp/abikokita_kinrin/
http://www1a.biglobe.ne.jp/abikokita_kinrin/

