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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 「心の旅路」
＊モノクロ、1942 年作品、125 分、日本語吹替え
戦争の傷跡に翻弄される男と女
涙を誘う感動のラブストーリー
主 演： ロナルド・コールマン／グリア・ガースン
日
時：7 月 24 日（火）13：30～15：30
日 時：① ６月 15 日（金）13：30～15：35
場
所：並木本館 多目的ホール
並木本館 多目的ホール
先着 120 名
参 加 費：無料
② ６月 21 日（木）13：30～15：35
持 参 品：筆記用具・定規
つくし野館
先着 50 名
：先着 15 名（小学生）
◆９月の名画鑑賞会 「駅 ｓｔａｔｉｏｎ」
：並木本館 6 月 23 日（土）10：00 から
＊カラー、1981 年作品、132 分
（受付時間：10：00～16：00）
監 督：降旗康男 主演：高倉健／倍賞千恵子
日 時：① 9 月 21 日（金）13：30～ 並木本館
② 9 月 27 日（木）13：30～ つくし野館
日 時：8 月 5 日（日）10：00～16：00
＊名画鑑賞会は入場無料、申し込み不要
場 所：並木本館 多目的ホール
◆望遠鏡工作と星空たんけん観望会（予告）
内 容：ダンス・太鼓・楽器演奏・コーラス・詩吟
日
時：8 月 21 日（火）16：00～20：00
大正琴など（予定）
場
所：並木本館
問合せ：並木本館
：①望遠鏡工作 15 名（小学４～6 年生）＊雨天決行
材料費 1000 円
問合せ：7157-4517（並木本館）
②星空観望会 30 名（年令不問、参加費無料）＊雨天中止
：並木本館 7 月 21 日（土）10：00 から
7157-4085（つくし野館）
（上記①，②のいずれか、お伝えください）
*両館とも 16：00 以降の電話はご遠慮下さい
＊実施内容など詳細は後日チラシ等でお知らせします

◆写真募集！！《 MY わんにゃん
HAPPY LIFE コーナー 》

◆我孫子北まちづくり協議会総会（4/29）
本年度は役員改選の時期となり、18 名の
役員と監事３名、顧問３名が承認され、新た
な年度のスタートとなりました。
新役員
会長
藤木顕齊

部会長
副部会長
副部会長

副会長
濱田洋子
重田幸子
総務部会
平井保彦
市川正孝
園山隆久

会 計
監 事
滝川正彦
赤坂君子
丸木希望
藤田公俊
山口久枝
事業部会 施設管理部会
播摩 紘
鈴木広治
吉羽健二郎
石黒敏夫
岸野正栄
飯泉征男

次号から我孫子北に住んでいる わんちゃん、ねこ
ちゃんの楽しい写真を、このセンターだよりの
紙面で紹介させていただきます。
顧 問
荒井祓彦
小松弘道
米山泰彦
広報部会
浅井 久
栗原祐子
横山博光
１

写真と、お名前、年齢、性別、コメント
飼い主のお名前、住所（番地不要）
、連絡先
をメールでお送りください。
＊送付先アドレス
artisykuri@gmail.com

我孫子北の防犯活動

件

件

我孫子北地区は、住民の地道な努力が犯罪を少なくしています。今回は、我孫子北の犯罪
発生状況と、安心安全な地域を守るために住民が行っている防犯活動を紹介します。
住民の安全を守るために設置した防犯カメラが、個人のプライバシーの侵害になる場合も
あります。防犯カメラの設置に当たっては個人情報を守りながらも、住民が公的機関と情報
交換や相談をし、住民同士のコンセンサスをどのようにつくっていくのか等、事例をもとに
一緒に考えていけたらと思います。
より多くの住民の参加と協力で安心安全なまちづくりの活動がさらに充実してい
くといいですね。

◆防犯パトロール

つくし野南自治会

最初は有志で始まったパトロールも今年で 10 年
目になります。
土日祝祭日・雨天の日以外は毎日、自治会内をパ
トロールしています。
（20 回程度/月）
歩きのパトロールメンバーは 14 名。シフト表を
毎月更新して都合の良い日に出てもらいます。
また、
月に 2 回、防犯の呼びかけをアナウンスしながら市
の青色防犯パトロールカーを走

◆防犯カメラの設置

都自治会

様々な事件が報道される昨今、日常生活が不安な気持ち
にさせられます。
「防犯カメラに写っていた犯人らしき人
物、車などから犯人を特定した…」などと、事件解決に「防
犯カメラ」が一役かっています。
安心安全なまちづくりをめざし、都自治会が「防犯カメ
ラの設置」を議題にしたのは、27 年度の役員から提案が
あり、意見交換したのが始まりでした。

らせます。自治会の班長さんには年

「会員でない人が、分別もせずゴミを

に一度はパトロールに参加してもら

出してカラスがゴミを散乱して困る、

っています。
町内を歩くことは、健康のためにもなるし、子ど
も達、お年寄りや、空き家の安全の見守りにもなり
ます。また、住民同士のコミュニケーションも豊か
になり、つくし野南サロン開設など、地域のための
活動のきっかけをつくりました。
先日は、パトロールをしていた時に、近くの自治
会に空き巣が入り、不審者らしき人と遭遇しました。
そのためだったのか、こちらの自治会には被害があ
りませんでした。
パトロールは、気軽で楽しく誰にでもできる社会
貢献です。さらに多くの方々に参加していただける
ことを願っています。

犯人は誰か見たい」（笑）などのように設置理由にならな
い話も出ましたが、「プライバシーの保護はどうなる、維
持管理費はどうする」など様々な問題を検討しました。

電話ｄｅ詐欺に注意！！

◆挨拶運動から見守り運動
並木住民有志

協力：並木自治会連合

になり、電話ｄｅ詐欺が昨年に比べ、件数は
コミュニティ活性化と犯罪のない安全なまちづくり
をという声に、自治会役員の有志で｢あいさつ運動｣を始
めました。
1 年半ほど前から並木小の校門や通学路に立ち、児

◆詐欺の対象者は６５歳以上（女性は６割）
が多い。
◆詐欺の手口は各種名簿、電話帳などから知
り得た個人情報をもとに、電話で息子や孫

通勤・散歩で行き交う多くの地域の方々とも挨拶を交

を名乗りお金を依頼したり、市役所職員と

わすようになりました。

名乗り還付金がある等、様々な手口を使っ

現在は 7 人の運動員が、ほぼ毎日通学路に立ってい

てお金をだましとろうとしている。

設置の大きな理由は、住宅内道路が並木小学校の通学路

ます。はじめはお辞儀だけで声を出せなかった子ども

◆詐欺への対策は、留守番電話やナンバーデ

であり、接近している国道６号と久寺家通りから自治会内

たちも、今では元気に挨拶を返してくれるようになり

ィスプレイ機能、迷惑電話対策機能のつい

道路を経由して通り抜ける車両が多いことです。

ました。この明らかな変化が、運動員の活動の喜びで

た電話機にすることがおすすめ。また、不

あり、励みとなっています。

審な電話があったら家族、市役所、警察へ

具体化は２８年度の役員が引き継ぎ、前年設置された菱
田自治会さんの経緯を参考にして、市民安全課で防犯カメ

並木地区は防犯標語を

確認を。

ラの設置について説明を受け、交付申請書を作成し提出、

住民や子ども達から募集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

設置許可を得て、２９年度に５カ所設置の工事が終了しま

して地域に貼り出す活動

何かあったら警察に相談

した。
「防犯カメラ」が犯罪の抑止力になればと願ってい

も行っています。

◆千葉県警相談専門窓口
♯９１１０

ます。

◆我孫子警察署

★問合せ：我孫子市 市民安全課

04-7182-0110

（文：濵田洋子）

２

６倍、被害額は２倍（約１９00 万円）に急増。

童に挨拶をしています。今では、児童の見送りや通学・

★防犯カメラの設置費用の一部は市が補助します。

（文：米澤正子）

我孫子警察署管内では、今年（１月～４月）

３

移動交番車が市内を巡回中

＊＊わがまち散策情報ひろば＊＊
◆我孫子北地区のお祭り

◆子育てサロン「わ」
（0歳児～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

7月14日（土）
日 時：6月19日（火）
：お絵かき（雨雨ふれふれ）
・学園通り町内会お祭り
7月17日（火）
：保健師のお話（夏の健康管理）
7月21日（土）
8月21日（火）：魚つりで遊ぼう
・並木親子夏祭り
各回 10:00～11:30
7月21・22日（土・日）
場 所：我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール
・八坂神社祭礼
対 象：未就園児とその保護者 ＊無料・予約不要
7月28・29日（土・日）
主 催：我孫子北地区社会福祉協議会
・つくし野夏祭り
共 催：我孫子北まちづくり協議会
8月25日（土）
問合せ：7165-3434 kita@abiko-shakyo.com
・グラン・レジデンス夏祭り
・アクア・レジデンス夏祭り
◆並木小「ふれあいサロン」のお誘い（高齢者のつどい）
8月25日（土）
日 時： ①6月22日（金）
：七夕飾り（並木小1年生とともに）
・我孫子カッパまつり（並木小・根戸小のこどもたち参加）
②7月13日（金）
：高齢者支援課のお話
③9月28日（金）：高齢者が注意すること
（我孫子市消費生活センター）
①②③各10：00～11：30
参加費：①②③各100円
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
主 催：並木小「ふれあいサロン」
カッパまつり公式 HP より
問合せ：7182-2772（福田禎子）

＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．31＊＊

我孫子市消費生活センターでは、消費生活にかかわるご 数多くあります。「代金の未納があるので本日中に連絡が
相談を専門の相談員が受け付けています。

ないと訴訟をする」というような脅かす内容ですが、業者

昨年度は１０９５件の相談がありました。そのうち、 に電話をかけると、「訴訟を取り下げるために」とお金を
６５歳以上の方のご相談は４割ほどで年々割合が増えて 請求されてしまいます。
います。高齢の方は在宅率が高く、電話勧誘販売や訪問販

「うまい話」
「契約を急がせる」などの時は要注意です。

売での被害に遭いやすい傾向があります。留守番電話設 その契約が本当に必要か慎重に考え、必要のない時はキッ
定、ナンバーディスプレイ、録音付の電話にする、また、 パリ「いりません」「お断りします」と断ってください。
知らない人が訪問した場合はすぐにドアを開けない等の 冷静な判断をするために身近な人に相談してみるのもお
対策で被害を少しでも防げたらと思います。
すすめです。消費生活センターもお気軽にご利用くださ
最近の相談では架空請求のハガキやメールのご相談が い。ご相談お待ちしております。
◆我孫子市消費生活センター
電話
：04-7185-0999
住所
：我孫子市本町３－２－１ アビイクオーレ
（イトーヨーカドー我孫子南口店）２階
相談受付：平日、第 2・4 土曜日 午前 10 時～午後 5 時半
（日曜・祝日・年末年始除く）

お断り
します！

Ж

編集閑話

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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

Ж・

最近、高齢者や小さな子供などの弱者が被害者となる事件が増
えております。地域の和を強め、日頃の挨拶などの声かけが犯罪
の抑止効果に繋がります。お互いが協力しあい、地域の結束力を
高め、安全で安心なまちづくりを推進して参りましょう。
✑

Ｈ・Ｙ
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＊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://fc41360120180500.web2.blks.jp/

