我孫子北まちづくり協議会主催イベント

◆映画会 懐かしの日本
日本映画史上不朽の名作！「二十四の瞳」
監督：木下恵介 主演：高峰秀子
日 時：①3月20日（木）13:30～15:45
先着120名 並木本館
②3月27日（木）13:30～15:45
先着 50名 つくし野館
参加費：無料
問合せ：7157-4517（並木本館）
7157-4085（つくし野館）

つくし野館にて 3 月 1 日にひな
祭りのイベントが行われました。

我孫子の“ゆるキャラ”特集！！
今や地域振興には欠かせないご当地キャラクター、
“ゆるキャラ”
。各県の地域
や被災地の行事等に参加し、年賀状が届くなど、日本から海外へとその人気は衰
えません。皆さんは我孫子市の“ゆるキャラ”を知っていますか？

紹介するよ！

うなきちさん
うなきちさん

ふさだだしおくん

あびかちゃん
わしに触ると、
なにかとうなぎの
ぼりになりますぞ。

僕は「ゆめ半島チバ国
体」でうまれた千葉県
のゆるキャラチーバく
んだよよろしくね！！

布佐地区竹内神社
の山車モデルだよ。
祭りとおにぎりが
大好きなんだ！

地域の行事で
会えるよ！
あびこカッパまつり
のシンボルガールよ。
頭のお皿にはおおばん
とつつじがのっている
のよ。
新キャラ？つくし野マン第三公園に出現

１

あびこでいきいき！地域ライフ！ 春だ！さあ始めよう！
我孫子市でも高齢化が進む一方、自治会に未加入の世帯も増え、お互いに助け合い

◆子ども達を見守り育むお手伝い！

◆福祉ボランティアをやってポイントＧＥＴ!

ながら地域の生活をしていくことが、だんだん難しくなってきています。
いざという時は遠くの親類よりも近くの他人ともいうように、地域の中で助け合え

平成 26 年 6 月から並木小学校に「あびっ子クラブ」がオー

我孫子市介護保険ボランティアポイント制度は、市内の指

プンします。スタッフとなって子ども達と一緒に遊んだり、趣

定された受入施設でボランティア活動をすると、その実績

る関係づくりが日ごろから大切になってきますが、いきなり仲良くなろうにも機会が

味や特技を活かして交流しませんか？

に応じてポイントがもらえ、年間最大 5,000 円を受け取るこ

ないと、なかなか上手くはいきません。そこでお薦めなのは、何か好きな分野のボラ

日時： 平日 15 時頃～17 時 土日・学校休業日 10 時～17 時
（希望日時を選んで活動をしていただきます）

とができる制度です。市民の力を社会貢献に役立て、自身
の介護予防を推進することが目的です。

場所： 並木小学校あびっ子クラブ（並木小学校内）

対象者： 事前に登録をした６５歳以上の市民の方

報酬： 半日（4 時間以内）500 円 1 日（4 時間以上）千円

受入施設： 高齢者施設、市立保育園、あびっ子クラブ他

応募資格： 市内在住・在勤・在学で子どもの活動に
意欲を持って協力できる人

市内 64 施設
申込み： 地区社協や行政サービスセンターに設置されてい

ンティアやサークル活動、自治会活動にご自分の地域で参加することです。また、新し
く何かを学ぶのもよいですね。 興味のあることから始めてみませんか！？

◆地域の要！自治会活動

あなたも積極的に参加を！

申込み・問合せ： 我孫子市子ども部

そろそろ役員改選の時期ですね。自治会役員経験者のこんな感想を！
○今までは参加者の立場でしかなかった各イベントを、主催側の立場
で見ることができたのは良い経験だった。活動を通じて多くの方と

子ども支援課
我孫子北地区社協主催

ボランティア交流会

知り合えたのも良かった。(30 代/男性/会社員/役員歴 1 年)
○それぞれの活動が高校生の文化祭の準備のようなノリで、久々に新
○役員をする前は居住者会の存在さえほとんど認識していなかった
が、イベント・サークル活動等の運営の中心となったり、防災活動、
マナー向上の取り組みをしたり、住民にとって有難い存在であるこ
とがよくわかって良かった。また、管理組合の活動状況も把握できて
良かった。(40 代/男性/会社員/役員歴 1 年)

7185-1492

◆我孫子の畑や田んぼで援農ボランティア
高齢化や労力不足で困っている農家のお手伝い
に行きます。農業の基礎的知識や技術を援農ボラン

鮮な気持ちになっておもしろかった。(会社員)

ティア養成講座で学び、実際に活動を行います。
2014 年 1 月 25 日
我孫子市民プラザにて

ボランティアに興味の
ある方が集まり、団体の
活動紹介がありました。

るオレンジ色のパンフレット（申込み葉書）でお申込みく

養成講座は秋から始まります。
問合せ： あびこ型地産地消推進協議会
7128-7770
ホームページ
http://business4.plala.or.jp/chisan/

ださい。（我孫子北近隣センターのチラシコーナーにも
あります。）
問合せ： 我孫子市社会福祉協議会

7184-1539

社会福祉協議会にはボランティア相談窓口もあります

◆いくつになっても！学びの活動
中央学院大学『オープンカレッジ 2014 春期講座』開設
地域社会の貢献をめざし、多彩な講座を実施しています
3 月上旬に講座案内を新聞折込いたします。
問合せ： 中央学院大学アクティブセンター 7183-6529
ホームペーシﾞ http://www.cgu.ac.jp/active

◆仲間とわいわい！サークル活動
★我孫子北まちづくり協議会部会員募集！
一緒にまちづくりしませんか？★

◆並木本館ロビーでの お・も・て・な・し 『カフェ・ド・キア』ボランティアさん活躍
昨年５月、24 名のボランティアさんが集結してオープンしたカフェコーナー。

我孫子北近隣センターを利用して活動するサークルが増
え、1 月 12 日に懇談会を開催しました。多くの団体が参加し
意見交換や交流をしました。

皆さんの明るい“お・も・て・な・し”で、順調にお客様が増えています。
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.cgu.ac.jp/active
ボランティアさんの懇親会では｢社会参加のきっかけになった｣

近隣センターでは様々な
団体のポスター掲示や情報
チラシコーナーを設置して

＊近隣センターの施設の管理

｢お友達が増えた｣等の感想が寄せられました。
ボランティア初体験の方もおられ、地域の交流の場に

＊カフェコーナーのお手伝い

関わることを喜びとして、心を込めて活動しています。

を得て、ボランティアや、会員
として､地域の活動に参加して

豊かな出会い！社会とつながり意義ある時間を！
＊地域の人たちが集えるイベントの企画・運営
＊地域の情報を集めて広報紙づくり

各自、都合のよい日時を調整してシフトを決めていま

問合せ： 並木本館 7157-4517

大掃除後の楽しい懇親会

２

並木本館の施設外駐車場をご利用の皆様へ

つくし野みなみサロン
1 月 貝合わせ

みませんか？

すので、無理なく参加できます。

仲良く和気あいあいと活動しています

います。一度足を運んで情報

：

駐車場所間違いのトラブルが生じています。ご利用の方は、館内受付にある駐車記録簿の場所
番号の欄に、お名前、車両ナンバー等を必ず記入するようお願い致します。
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 11 回市民観桜会

＊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18日（火）
：保健師のお話（春の健康管理）
4月15日（火）
：親子の工作・鯉のぼり
5月20日（火）
：電車ごっこ
各 10:00～12:00
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
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
場
入

時：3 月 31 日（月）10:00～16:00
所：我孫子ゴルフ倶楽部（13 番・16 番コース周辺）
口：五本松公園向かい側の特設入口
（クラブハウス正面入口は入れません）
会 費：100 円
問合せ：我孫子の景観を育てる会
090-6034-9149（3 月 1 日より）
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

◆あびこ福祉まつり
日
場
内

◆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 28 日（金）お楽しみ会 10:00～14:00
②4 月 25 日（金）あびこの歴史 10:00～11:30
③5 月 23 日（金）落語
10:00～11:30
場 所：①我孫子南近隣センター
多目的ホール
②・③我孫子北近隣センター 多目的ホール
参加費：①：600 円（弁当代込）②・③：100 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）

時：5 月 11 日（日）10:00～15:00
所：アビスタ
容：福祉団体によるバザー、体験コーナー、
こどもコーナーなど
主 催：あびこ福祉まつり実行委員会
問合せ：7184-1539（我孫子市社会福祉協議会）

◆我孫子北まちづくり協議会定期総会
日 時：4 月 29 日（火/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．１4＊＊
手話を学び、ろうあ の方と交流しませんか？
我孫子手話サークル｢つくし野｣
現在、段階別 3 グループに別れて、ろうあの方３～４人
を中心に、ゲームも交えながら楽しく手話による会話の練
習をしています。今年度入会した 10 名の新メンバーを含
む、30～60 代の幅広い世代の会員が 35 人います。年に

活動日時：毎週月曜日 13:30～15:30
活動場所：我孫子北近隣センターつくし野館
年会費 ：3,600 円
代表
：小池実喜雄・山本めぐみ
問合せ・窓口：我孫子市社会福祉協議会
市民活動相談窓口
連絡先
：7185-5233

何回か旅行や、交流会を行い親睦を深めています。興味の
ある方は、いつでも見学をしに来てください。初心者、お
子様連れも歓迎です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Ж 編集閑話 Ж・
今回の特集は、地域のコミュニティ活動をテーマに取り上げまし
た。サークル・自治会・ボランティア活動など色々な活動がこの北
地区でも行われています。当まち協では北近隣センターを利用され
ているサークル団体の方々と初めて意見交換会を開催しました。よ
り使いやすい「交流の場」づくりと、サークル団体の方々にもまち
協の活動に協力いただきたいとの思いもありました。まちづくりは
、小さくとも自主的な交流の場が増えて行くことで充実したものに
なります。地域の皆さんがそうした場に気軽に参加できるお手伝い
がこの号で出来れば幸いです。
✑
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
TEL：7157-4085
FAX：7157-4086
URL：http://www1a.biglobe.ne.jp/abikokita_kinrin/

