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我孫子北まちづくり協議会主催イベント
◆映画会 懐かしの名画 「望郷」＊日本語吹替版・モノクロ
郷愁を秘めた犯罪者の孤独そして哀愁！
主 演：ジャン・ギャバン／ミレーユ・バラン
日 時：①6 月 20 日（金）13:30～15:30
先着 120 名 並木本館
②6 月 26 日（木）13:30～15:30
先着 50 名 つくし野館
参加費：無料 ＊申込み不要

「夏のフェスティバル」
●並木本館多目的ホール（申込み不要）
＊講演会
「人生 90 年を楽しむ食生活」
講師 医学博士 須山靖男さん
日 時：8 月 2 日（土）10:00～12:00

◆「星空たんけん」観望会
＊地域のサークル活動発表会
日
時：6 月 14 日（土）18:00～20:00 ＊雨天中止
日 時：8 月 2 日（土）13:00～15:30
集合場所：並木本館 多目的ホール
3 日（日）10:00～15:00
観望場所：並木本館 屋上
●つくし野館
募集人数：30 組 ＊小学生以下保護者同伴
＊子どもの夏休み工作 ～天体望遠鏡を作ろう～
＊前回（雪の為中止）申し込まれた方も
日
時：8 月 22 日（金）10:00～12:30
改めて申し込んでください
参 加 費：900 円
内
容：星空の見方の基本・初夏の星空について（18:00～19:00）
募集人数：15 名（小学 2 年生以上・先着順）
ハイアマチュア望遠鏡で観る宇宙
（19:00～20:00）
申 込 み：並木本館・つくし野館
＊土星・木星は望遠鏡で撮影可能
＊詳細は HP・チラシを参照
＊おたのしみ会（申込み不要）
参 加 費：無料
日 時：8 月 22 日（金）13:00～15:00
持 参 品：筆記用具
内 容：昔遊びゲーム・人形劇・紙芝居・紙鉄砲など
協
力：東葛星見隊
★ポップコーンのプレゼント★
申 込 み：並木本館
お 願 い：車でのご来館はご遠慮下さい
問合せ：7157-4517（並木本館）
7157-4085（つくし野館）
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あびこ北地域の囲碁・麻雀・ゴルフサークル
人生の楽しみを地域で！

◆健康麻雀サークル

あびこ北地域にも、日ごろの趣味を分かち合うサークルが各地で活動を行っていま
す。身近なところで気軽に楽しめるサークルを紹介します。

◆囲碁サークル
我孫子市囲碁連盟には 22 団体が加盟しており、各地で囲碁の会の活動が行われてい
ます。近隣センターでもいくつかの囲碁の団体が定期的に利用をしていて、個人的にロ
ビーを利用して囲碁を楽しむ姿も見かけます。サークルで腕をあげて市民大会や東葛地
区大会に出場し優勝する方もいるそうです。詳細は各サークルにお問い合わせください。
◎｢我孫子囲碁同好会」近隣センター並木本館

毎週火曜日午後

◎｢あじさいくらぶ囲碁サークル」つくし野中央自治会いこい

7184-7474（丸山）
毎週水曜日第 2･４土曜日
7185-0648（児玉）

◎｢囲碁愛好会 22」つくしの多目的運動広場集会室 毎週水･金曜日午後
7184-2389（玉利）
◎｢北棋会」つくし野 6 丁目集会所 毎週水曜日午後（除く第 4）

7184-8741（小森）

◎｢ふれあい５」根戸福祉センター2 階 毎週日曜日 10 時～17 時 7184-1843（本田）
◎｢並木囲碁同好会」 並木 8 丁目自治会館 毎週日曜日 13 時～18 時 7184-2726（澤辺）

◆ゴルフ同好会

｢飲まない、賭けない、吸わない｣をモットーに指先を使

我孫子北地域には、地域の方達が集うゴルフ会がい

い脳の活性化にもなる健康麻雀が、各地で行われていま

くつもあります。マンションや自治会のゴルフ好きが

す。各サークルには、麻雀経験のない女性も多く、高齢者
の方々も和気あいあいと麻雀を楽しんでいます。

集まるゴルフ会や、お店のお客さん達が作る会もある
ようです。

◎｢なでしこ雀クラブ｣

◎｢あび北ゴルフ同好会｣

つくし野西自治会の方々中心に親睦と健康を兼ねた
会員 20 名ほどの麻雀サークルです。

我孫子北まちづくり協議会の関係者が中心とな
って発足しました。性別年齢を問わず、我孫子北地

開催日：毎週金曜日 13 時～17 時

域に住む方々のコミュニケーションや親睦及び健

会場：つくし野西自治会集会室

康増進を目的とし、年 2 回ほどゴルフに行きます。

問合せ： 7185-2479（水島）
◎｢つくし野南健康麻雀の会」

ビギナーでも OK！どなたでも参加できます。大自
然の中でのびのびとプレーをし、和気あいあいとし

初心者向けの麻雀教室です。女性が中心で、経験者の

た雰囲気の中で、エンジョイしませんか？

男性 2 名が親切に教えてくれています。

主な活動場所：千葉、茨城のゴルフ場

開催日：毎週水曜日 13 時～17 時
会場：つくし野南自治会集会所

問合せ・入会連絡先：090-9809-3861（播磨）

問合せ： 7184-8335（寺田）

◎「カタツムリ」アビスタ又は近隣センター並木本館
毎週火曜日午前

7184-3604（石谷）

★我孫子北まちづくり協議会
平成 26 年度定期総会おわる★
去る 4 月 29 日、我孫子北まちづくり協議会委員（自治会推薦・個人参加）60 名
中 35 名（委任状 15）の出席のもと、平成 2６年度総会が開催され、すべての議案
が満場一致で承認されました。

平成 26 年度我孫子北まちづくり協議会役員
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25 年度は、どのイベントも充実し地域の方で賑わうとともに、カフェがオープン

新緑の候、地域の皆様には、ご健勝でお過ごしのこと
とお喜び申し上げます。

し、障害者施設の販売が始まる等ロビーでのひと時を楽しめるようになりました。ま

この度再任され２期目の会長職を務めさせていただ

部 会 長 園山隆久

重田幸子

中村軍冶

大師堂 寛

くことになりました。まちづくり協議会が地域のコミュ

副部会長 平井保彦

大橋 進

一海秀雄

浅井 久

動報告やご意見を交換することができました。今後も、自治会や地域の活動が、より

ニティ活性化の拠点として、皆様と共に自助の力を高め
共助の絆を深めるために、日々の活動を進めてまいりま

副部会長 佐々木哲明 播磨 紘

石黒敏夫

栗原祐子

活性化し人々の絆を深めるお手伝いを推進していきます。

す。今後ともご理解とご支援をお願いいたします。

た、自治会懇談会や施設利用団体懇談会でも、多くの方にお集まりいただき様々な活

２

◆役員は、我孫子北地域の住民です。応援よろしくお願いします！

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）

◆あびこカッパまつり

＊仲間の 輪･和･笑い の中でゆったり過ごしましょう
日 時：6月17日（火）：お絵かき（雨雨ふれふれ）
7月15日（火）：保健師のお話「夏の健康管理」
8月19日（火）：小麦粉粘土で遊ぼう
内
場

日
場
内

各 10:00～12:00
容：手遊び・おもちゃ遊び・月替わり企画等
所：我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール

時：８月 23 日（土）（雨天の場合は翌日順延）
所：我孫子駅南口前大通り・けやきプラザ前広場
手賀沼公園坂通り
容：河童音頭大行進、仮装河童音頭コンテスト、

ステージイベント、竹宵イベント
キッズ・カッパ・タウン、各種出店
主 催：あびこカッパまつり実行委員会
問合せ：080-6652-9229（渋谷）＊詳細は HP 参照

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）

◆我孫子北地区の夏祭り
あびこ自治会祭礼
７月 19 日（土）
並木親子夏祭り
７月 19 日（土）

◆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 27 日（金）：七夕飾り（1 年生とともに）
②7 月 11 日（金）：高齢者の健康・騙されないために
③9 月 26 日（金）：社会福祉協議会の活動
①～③各 10:00～11:30

学園通り町内会お祭り
７月 19 日（土）
つくし野夏祭り
７月 26・27 日（土・日）
グラン・レジデンス夏祭り
８月 30 日（土）

場

所：①並木小学校
②・③我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール
参加費：①～③：各 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）＊8 月はお休みです

＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．１５＊＊
障害についての相談、気軽にお越しください！

我孫子地区障害者まちかど相談室オープン！

昨年、市内５箇所に障害についての相談機関ができま

相談室は、我孫子市役所に入る交差点の付近の元食堂

した。主に我孫子エリアを担当する我孫子地区障害者ま

のあったビルの１階にオープンし、我孫子市社会福祉協

ちかど相談室は、相談員が気軽に相談にのるとともに、 議会のボランティア市民活動相談窓口「て・と・り・あ」、
障害についてその方にあった福祉サービスの紹介や計

我孫子南地区社会福祉協議会、あびこ子どもネットワー

画づくりのお手伝いをしています。「家に引きこもって

クと同居しています。

いる息子の将来が心配。」｢けがをして片手が不自由にな
った。｣｢不安感が付きまとい、人と会うのが怖くなっ
た。」など、ちょっとしたことでも遠慮をせず、気軽に

開所日・時間：月曜～金曜日 8:30～17:30

立ち寄ってくだされば、相談支援専門員の大内さんが親

住

身になって相談に応じてくれます。

電話・FAX：04-7196-6131

所：我孫子市寿 2-27-41

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Ж 編集閑話 Ж・
平成 26 年度の我孫子北まち協の活動がスタートしました。年度始
めセンター便り 17 号も地域の皆さんに役立つ情報を、地域の皆さ
んに共通の話題や交流の場作りをと編集に知恵を出し合いました。
私たちの願いは、
「センターだより」を読んでくださって、率直なご
意見やご提案をお寄せくださることです。
「センターだより」は皆さんのものです！投稿お待ちしています。
✑ Y.H

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/

4
◆

施設の予約は直接近隣センターの窓口へお越し
ください。

