集うことから

はじまるまちづくり！！

◆料理教室「身近な食材で作る薬膳料理献立」
◆映画鑑賞会 懐かしの名画「自転車泥棒」
イタリアン・リアリズムの名作 情感あふれる父と子のふれ合い 東洋の知恵で元気になろう！
講
師：足立智枝子さん・柳町利子さん
監 督：ヴィットリオ・デ・シーカ
出 演：ランベルト・マジョラーニ/ジーノ・サルタマレンダ
①花粉症対策メニュー
日 時：①12 月 19 日（金）13:30～15:15
日
時：2月13日（金）10:00～14:00
先着 120 名 並木本館 多目的ホール
場
所：並木本館 調理室
②12 月 25 日（木）13:30～15:15
参
加
費：800円
先着 50 名 つくし野館
：15名
参加費：無料 ＊申込み不要
②疲れを取る献立
◆第 4 回新春お楽しみ会「落語・講談・江戸紙切り」
日
時：3月6日（金）10:00～14:00
江戸情緒たっぷりの粋な寄席を近隣センターで！！
場
所：並木本館 調理室
出 演：落語 【女性真打 桂右團治】
参 加 費：800円
講談 【神田松之丞】
：15名
紙切り【三遊亭絵馬】
持 参 品：布巾・エプロン・三角巾等
日 時：1 月 10 日（土）13:30～ 15:00
：1月13日（火）10:00～（先着順）
場 所：並木本館 多目的ホール
協
力：食生活改善推進員
定 員：120 名（先着順）
参加費：無料
◆パソコン教室「デジタル写真の取込みと簡単修正」
日
時：2月20日（金）13:30～16:30
場
所：並木本館 第3会議室
参 加 費：300円
：16名
：1月20日（火）10:00～（先着順）
協
力：東葛インターネット普及会

我孫子北まち協の新会長のご紹介

7157-4085（つくし野館）

9/17 自衛消防訓練に近隣自治会の協力
多数の近隣自治会の住民参加を頂いて、恒例の消防訓練を実施
しました。調理室からの出火を想定して、管理人の誘導による避
難訓練・消防士の指導で消火器の実演体験をしました。その後ホ
ールで消防署員から、防災知識の話、AED の操作指導を受け、
質疑応答がありました。
周辺住民の皆様、ご協力ありがとうございました

藤江猛雄会長の急逝により 10
月より我孫子北まちづくり協議会
の新会長は並木在住の藤木顕斉さ
んになりました。また、総務部副部
会長の佐々木哲明さんの急逝によ
り、山口久江さんが就任しました。
住民の皆さんに喜ばれる
まちづくりを進めていき
たいと思っています。

問合せ：7157-4517（並木本館）

藤木顕斉会長

１

我孫子北の自治会の取り組みと課題
我孫子北まちづくり協議会では、9 月 7 日に自治会懇談会を行いました。出席は 19 自治
会 22 名で、3 グループに分かれ、現在の活動状況、行事、自治会活動の課題を中心に話し
合いました。街路灯のＬＥＤ化が各自治会で進められており、その状況も報告します
◆自治会の様々な取り組みや工夫
防災防犯

＊防犯パトロールの実施 ＊あんしんカードの全戸配布
＊防災会を設立

＊水害対策に重点を置いた取り組み

＊防災マニュアルを作る ＊防災グッズの販売 ＊防災訓練の見直し
＊安否確認→要援護者支援（各階ごとに班を作り、担当者を置く）
＊非常時にはエレベーター前に集合して安否確認。集合場所に来なかった人の

街路灯のＬＥＤ化

我孫子北地区の自治会対応

街路灯のＬＥＤ化についてのアンケート結果

＊バス旅行 ＊敷地の駐車場でバーベキュー大会 ＊近隣センターでお楽しみ交流会
＊賀詞交換 ＊七夕 ＊夏祭り ＊ウォーキング大会 ＊ビアパーティ ＊寄席

その他

でいないところはマンションとすでに取り替えた自治会。予

◆調査対象：懇談会出席の自治会

算は市の補助金の他に予備費や積立金を充てていました。

◆回答数 15 自治会/19 参加自治会中

ＬＥＤ化を進めるにあたり考慮したことは、
「資金の運用」
｢会

◆街路灯のＬＥＤ化進捗状況

員の承認の取りまとめ｣｢明るさの調整｣が多かった。

① 完了 ３自治会

② 一部終了

５自治会

良かったことは、「害虫が激減した」「電気料が安くなっ

③ 調整中 2 自治会

④ 行わない ５自治会

た」とあり、「なるべく早くＬＥＤ化を進めるとよい」とい
う助言が 2 件ありました。

部屋を担当者が安否確認 ＊災害時に助けて欲しいか？等の住民アンケート調査
親睦・活性化

◆多くの自治会がＬＥＤ化に取り組んでいました。取り組ん

街路灯のＬＥＤ化

つくし野南自治会からの報告

＊餅つき大会 ＊お茶会や敬老の日の祝い事 ＊敬老会

◆電氣料金の値上げ等により家庭でも照明光源のＬＥＤ化が進んでおります。当自治会は本年春の総会において街路灯のＬ

＊サークルや子ども会に補助金 ＊自治会登録サークル 23 あり

ＥＤ化計画を推進する承認を得、域内のすべての水銀灯を７月末までにＬＥＤ灯に更新し終えました。

＊サークルに活動場所・活動費の一部を支援 ＊レクリエーション部会の設置

◆LED 灯は従前の灯具に比べ寿命も約６倍長く保守費を低減でき、また同じ照度を約 25％以下の消費電力で賄えるため省

＊街路灯のＬＥＤ化

資源・地球温暖化防止にも大きく貢献できます。また、紫外線が少なく、虫が寄り付かないメリットもあります。

＊20、60、70、80、90 歳にお祝い

＊８時 30 分～９時にタオルを外に出し独居の方の安否確認

◆東電から自治会に請求され支払う街路灯電気代は、年末に市から支給される補助金で 60％程補填される仕組みになってい

＊マンション交流会（アクアレジデンス、エールの丘、グランレジデンス、シティア

ましたが、3 年前の原発事故後に電気料金が急騰、一方補助金は略定額のため、昨年度の実績では 40％にも満たない補填に

他）で年３回の意見交換

なっていました。電気代は今年も高騰を続けており、自治会の財政を圧迫し続けていましたが、本年 6 月に改正された補助

◆自治会活動上での課題

金制度では灯具を LED にすればその電気代は補助金で補填されることになり、当自治会では LED 灯への更新を急いで進め

住民の協力理解・自治会運営

た結果、電気代が従来の約 1/3 となりました。

防災防犯

＊住民の防災意識の向上

◆今までの灯具を LED にするためには LED 灯具の購入費と取付け工事費などが必要になりますが、これらの外注費に対す

＊自治会での安否確認は、役員の高齢化や住民の意識が低いため難しい

る補助金は年末になってやっと下りるため、それまでの資金繰りが重要です。ＬＥＤ灯設置の補助金は今までより増額とな

＊自治会に入っていない人が沢山いる

りましたが定額である為、外注費との差額分は自治会の自己負担となります。補助金との差額を如何に少なくし初期投資資

＊最近 44 個の水銀灯を変えたばかりで電気代が高くて困っている

金の回収期間（ＰＯＴ）を短くするかが、自治会としての知恵の出しどころであろうと思います。

＊役員は入居順で決めるが、最近の入居者は若くて働いているので決めるのが大変

◆安直に工事業者に全ての業務を一任する方法もありますが、適度な照度の LED 灯の選定のための現状調査（取り付け場所

＊自治会役員の世代交代をどうするかが問題

により照度を変えた）と工事発注用の図面・仕様書作成や東電への申請手続きなどの費用は馬鹿にならない額となります。

＊災害時に小学校に避難は無理、自治会ごとの避難場所の設定が必要

◆当自治会はこれらの業務は自分達で行い、関係した者に少額なお礼で完了しＰＯＴ１年未満を実現しました。自治会の会

＊以前は菱田・天子山・都・ダイヤパレスで共同の祭を行っていたが、少子化と

員の中にはソフト面で協力を戴ける方が居られると思います。その方々のご協力を仰ぐのも大切なことではないでしょうか。

場所が無くなったことで中止となった
＊線路沿いに夜不審者が出る。

つくし野南自治会役員

山崎・大西

夜のパトロールを行っている

★中央学院大学 第 46 回箱根駅伝出場決定！

＊防災上必要な個人情報の取り扱いが難しい
＊妻子原地区には崖があり、大雨の時の土砂災害が心配
＊空き家１軒が持ち主無しになり、市民安全課に相談したら処理してくれた
＊安否確認の電話に応じない人も出て、どの様に確認を取るべきか難しい
＊野良猫が多く、その対策を自治会独自で行っている
＊自主防災組織を立ち上げる時、①人材の確保

②活動中における障害補償

③高齢者への対応（日常生活の把握、非常時の親族への通知）等検討事項が多い
２

予選会では出場 26 チーム中５位（10 時間９分 17 秒）でゴールし 13 年連続 16 回目の本戦
出場となりました。1 月 2・3 日の箱根駅伝での活躍を期待しています！

★中央学院大学 女子ゴルフ部全国大会優勝！
10 月の「第 15 回信夫杯争奪日本女子大学ゴルフ対抗戦」においてゴルフ部女子が逆転優勝！
これにより、全国大会春・秋連覇、関東大会春・秋連覇を達成し、団体戦完全制覇達成になりました
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）

◆あびこエコマルシェ
＊採りたての地元野菜や加工品などが販売されます！

＊仲間の 輪･和･笑い の中でゆったり過ごしましょう
日 時：12月16日（火）：親子の工作（クリスマスブーツ）
1月20日（火）：ふれあい遊び（大きなバルーン）
2月17日（火）：絵本を楽しもう（ミッフィータイム）
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 無料 ＊予約不要
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：12月13日（土）10:00～14:00
場 所：アビーズファーム近辺（我孫子1丁目）
問合せ：7128-7770（あびこ型地産地消推進協議会）」

◆つくし野イルミネーション
日
場

主

時：12月1日（月）～12月25日（木）16:00～24:00
所：丘の道つくし野中央分離帯
◆イトーヨーカドー

催：つくし野睦会

イルミネーション

◆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12日（金）：クリスマス会（ビンゴゲーム）
② 1月23日（金）：新年会（○×ゲーム）・食事会
③ 2月27日（金）：浦さんと一緒に歌おう
◆新春ちびっ子餅つき大会2015
①・③各10:00～11:30 ②10:00～13:00
日 時：1月17日（土）10:00～15:00
場 所：我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール
場 所：あびこ農産物直売所「あびこん」
参加費：①：200円 ②：700円（弁当代込）③100円：
（お菓子代） 主 催：あびこ型地産地消推進協議会
問合せ：7128-7770
主 催：並木小「ふれあいサロン」
問合せ：7182-2772（福田禎子）
◆年末年始初詣スポット！

★寶蔵寺（除夜の鐘つき）12月31日（水）23:30頃～
★鷲神社（久寺家）
★布施弁天（東海寺）
★利根川土手にて初日の出（元旦の日の出 6:49）

＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．１7＊＊

大好評の「ぱんごはん」のベーグル

～ 新鮮野菜を生産者が手渡しで販売するお店が北口にオープン ～
農薬や化学肥料を使わないで育てた採れたての野菜や、その

代表の今村さんは 6 年前から地域支援型農業に取り組み、

加工品を販売する小さなお店が、我孫子駅北口の大型マンショ ｢作り手が手渡しで自慢の野菜や加工品を販売することで、美
ン群の交差点にオープンしました。出店グループは、我孫子市 味しい食べ方や畑の様子、安心安全の野菜づくりを地域の方々
近隣の新規就農した若い農家４軒と久寺家の福祉作業所みん にお伝えでき、お店が消費者と生産者が交流する場所になるこ
なの広場｢風｣。そして、天然酵母でベーグル作りをしている「ぱ とを願っています。｣と語っています。これからの我孫子の農
んごはん」。各農家がその日に収穫をしたみずみずしい旬の野 業を支える若い世代の農業者達に大きな期待を感じます。
菜を各自のコーナーに並べます。定番野菜の他、色とりどりで
美しい野菜、珍しい野菜も並んでいます。

開店日時：月・水・金

11:30～18:30

＊しばらくは週 3 日のみでの開店です

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

：

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・

気が付けばクリスマスのイルミネーション。年齢とともに一年が過ぎ
去るスピードが速くなる。なにかと忙しい年の瀬だが楽しみもある。今
年も会えなかった友に、詫びる言葉を考えながらの年賀状の準備。『今
年は会いたいですね』。やはり、会って話すのが一番。平成２７年も会
話が弾む紙面でありたい。

✑

T.W
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