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新木駅南口花壇再開 

新木駅改装に伴い、中止していた南口駅前

ロータリーに、南新木１丁目・南新木各自治

会の３２名の協力員により、サルビア・日々

草・マリーゴールドが植えられ装いも新たな

駅前花壇が出来上がりました。花壇と新駅舎

がマッチし

て、利用者

の目を楽し

ませてくれ

ることと思

います。 

 
南新木自治会 

 田んぼにそよぐ苗が、カエルの声にあわせて揺れ

ているようです。気温の高い日が続きます。思って

いるより、汗をたくさんかいているそうです。まだ

身体が暑さに慣れていない今頃が、熱中症に要注意

の時期だそうです。 

水分補給に気をつけながら、お過ごしくださいね。 

料 理 セ ミ ナ ー 
太巻き祭りずしを楽しみましょう 

日 時：6月 25日（日）13：30～16：00 

会 場：2階調理室  会 費：800円 

募 集：16名（定員になり次第締切） 

持ち物：エプロン、三角巾、食器用ふきん、 

持っている方は巻きす、 

手ふき、筆記用具 

締切日；6月 20日（火） 

申込み：新木近隣センター 

☎7188-2010 

平成 29年 5月 20日 

新木地区まちづくり協議会 

広報部会発行 

我孫子市新木 1500 

新木近隣センター内 

Tel 04-7188-2010 

第 25回ふれあいゴルフ会 
本年度第 1 回目のゴルフ会を下記のとおり計画

いたしましたので、ご案内申し上げます。多数

の皆様のご参加をお待ちしています。 

日 時：6月 19日（月）  

集合 8：15 スタート 8：45 

雨天の場合も現地集合時間厳守 

会 場：霞台カントリークラブ筑波コース 

     茨城県稲敷市四筒 3405 

 ☎029-894-2021 車で60分位 

費 用：①プレー費 9,310 円 各自精算 

          昼食代、パーティ代込、 

    ②会費 1,500 円 賞品代ほか 

当日朝受付時徴収 

    ③免税 65 歳～69歳 400円 

70歳以上 800円 

各自申請お忘れなく 

申込み：新木近隣センター ☎7188-2010 

締切り：6月 10日（土）17：00 

組合せ：組合せ表を作成し、お届けします。 

http://3.bp.blogspot.com/-bgk-umaQE3w/UbVu_Oi526I/AAAAAAAAUlE/1DFDbsUA4-Q/s800/futon_tataki.png
http://3.bp.blogspot.com/-XKxHEJ-k9Kw/UpGGx1p6ZLI/AAAAAAAAa_o/cfwCwac0wCU/s800/genki_obaasan_nimotsu.png
http://3.bp.blogspot.com/-9-Mngvo5RyA/UYDnnlXyzLI/AAAAAAAAQ_M/M-gRJ5SeXz0/s600/carnation4.png
http://2.bp.blogspot.com/-JNtRPnBWcW8/UYDnnrB3C1I/AAAAAAAAQ_I/N7eImYFcMfI/s600/carnation_hanataba.png
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平成 29 年度 新木地区まちづくり協議会 活動計画 

新木地区まちづくり協議会は、「地域住民相互の親睦と交流を図り、当地域の住みよいまちづくり」を目

標に、２９年度は下記の活動計画を推進していきます。 

1．「新木地区住民の安全・安心・住みよいまちづくり」の活動を推進します。 

（１）地域会議・自治会長懇談会を開催し、課題解決に向けたコミュニケーション活動を推進します。 

（２）16自治会個々の課題を収集し、その解決に向け新木地区全体の課題と受け止め、相互信頼を深

めるためのコミュニケーションを推進します。 

（３）サークル・団体とまち協との協力関係を推進します。 

（４）新木地区の高齢者への支援活動を推進します。 

・新木地区見守りネットワーク及び「ふらりえ新木野」の活動を

応援します。 

・高齢者向けの講座のあり方について意見交換をします。 

（５）新木小学校、湖北中学校との交流を図ります。 

（６）湖北地区社会福祉協議会との、相互協力を推進します。 

2．地域住民相互の親睦と交流を推進します。 

（１）四大イベントの開催 

“新木ふれあい春まつり” 平成 29年 5月 14日（日） 

“新木ふれあい夏まつり” 平成 29年 8月 12日（土） 

“新木ふれあい文化祭” 平成 29 年 11 月 11 日（土）、 

    12 日（日） 

“新木ふれあいあわんとり” 平成 30年 1月 14日（日） 

（２）各種教室、講習会、ゴルフ会など、地域住民相互のふれあいの

場を提供します。 

（３）子どもボランティア活動の充実を目指し、子ども達のアイディ

アを活かせる活動をします。 

3．委員がつどい、親しみの持てるまちづくり協議会活動を推進します。 

（１）新木近隣センターを利用した、委員相互のコミュニケーション

を推進します。 

（２）親しみの持てる「新木近隣センタ―だより」「ホームページ」により情報を提供します。 

（３）老朽化する新木近隣センタ―館内外の環境を整備します。 

歌声喫茶ｉｎ新木 

 ５月６日近隣センター会議室で歌声喫茶が開催されました。

類地晋朗さんのアコーディオンに乗せて、次々と歌いだしま

した。今回は５月にちなみ、「こいのぼり」「たけくらべ」等

さわやかな風の感じられる歌。そしてロシア民謡を歌い、先

日亡くなられたペギー葉山の「ラ・ノヴィア」「ケセラ・セラ」

等懐かしく、学生時代の若き日の想い出の曲全３３曲を満喫

しました。休憩のときにでたアイスが、乾いたのどに心地良かったです。多分私は皆勤賞だと思

う、と言う方もおられて、皆さんとても楽しんでいらっしゃるのがよくわかりました。 

「湖北地区ふれあいサロン」のつどい 

4月21日湖北公民館の第二学習室にて「湖北地区ふれあいサロン」が開かれました。 

我孫子市高齢化支援課の方の挨拶のあと、今年度から始めること

になったコグニサイズの運動を行い、なんでも相談室の若い皆さん

の指導のもと座って体操をしました。 

そのあと、いつもボランティアでピアノ演奏をしてくださる鳥谷

部由美子さんが友達と結成されている「Y to K」の春のコンサー

トを楽しみました。鳥谷部さんのピアノ、歌とお琴の演奏です。 

東日本大地震復興ソング「花は咲く」は手話を交えて皆さんで歌

いました。出席している高齢者の方もいきいきと歌っていました。 

会   長 山﨑  暁 

副 会 長 松田謙一郎 

副 会 長 村田 恵子 

総務部長 佐々木立雄 

総務副部長 池田 大輔 

総務副部長 五十峯利雄 

企画部長 宮田 孝治 

企画副部長 木田 典子 

企画副部長 川相 浩昭 

施設管理部長 倉上 光夫 

施設管理副部長 森井貴美子 

施設管理副部長 佐藤 真一 

広報部長 原田 壹弘 

広報副部長 青山 純子 

広報副部長 笹倉 正信 

経   理 若王子範文 

経   理 松田謙一郎 

監   事 新井 進之 

監   事 松末 一博 

平成２９年度 役 員 
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新木ふれあい春まつり 

５月１４日に「新木ふれあい春まつり」を開催しました。前

日の雨の影響で朝は少し霧雨が降っていましたが開始時には

薄日が差してきて、スタッフ・出店者含め、総勢約７００人を

超える参加者がありました。 

開始時刻の１０時になると、山﨑会長より開会のあいさつが

あり、春まつりが始まりました。屋外ではフリーマーケットの

ほか、来場者のお腹を満たす焼きそばやパンの販売、ポップコーンや飲み物の販売が始まりまし

た。特に人気があったのは綿あめのコーナーでした。 

多目的ホールでは、「ダブルダッチ」が始まり華麗なロープさばきと素敵なダンスで盛り上がっ

ていました。その後「吹き矢」が始まり、初めてでも丁寧に教えてもらって楽しむことができま

した。ふれあいコーナーでは「似顔絵」でにぎわっていました。１１時になると１階ロビーで大

人気の協議会特製カレーの販売が始まり賑わいました。 

１２時を過ぎると多目的ホールでは、「子供の遊び」が始まり、お馴染みの射的・けん玉・コマ

回しをはじめ「輪投げ」や、落ちても割れない安全な「皿回し」など、最後まで子供たちで賑わ

っていました。午後１時過ぎ頃から「ヒップホップダンス」があり、１０代の若者達による華麗

なダンスを披露してもらい、午後２時に閉会するまで一日中飽きさせない春まつりでした。 

出店者、スタッフ、そしてご来場いただいた地域の皆様のちからで、盛りだくさんの内容で充

実した春まつりとなりました。皆様のご来場に感謝いたします。今後とも皆様のご協力でおまつ

りイベントを盛り上げていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
毎週火・木・土曜日の午後 1時から 5時まで開いています。 
イベントのない日は「おしゃべりの会」です。 
健康麻雀            ２日（金）・１６日（金） 13：00～ 
囲碁教室            毎週水曜日 13：00～ 
つるし雛飾り          ６日（火）・１７日（土） 13：00～ 
健康体操            ８日（木）・２９日（木） 13：30～ 
はるか販売会          ８日（木）・１５日（木） 14：45～ 
折り紙教室          １０日（土）・２４日（土） 13：00～ 
歌声喫茶           １３日（火） 13：15～ 
座ってできる太極拳      １５日（木） 13：30～ 
山口先生のリズムでイキイキ  ２６日（月）★１ 10：00～ 
コグニサイズ（認知症予防体操）２７日（火） 13：30～  
＊14，15，16時に体操の音楽が流れます。健康維持のため、ご一緒に
身体を動かしましょう！ 

★１新木団地自治会館で開催 

※麻雀は４名揃わないと出来

ないので、希望される方は

事前にご予約ください 

※営業予定のない日は、無料

の貸しスペースとしても

ご利用いただけます。ご相

談ください。 

※ご予約・ご相談・お申し込

みは渡部の携帯 

090-1214-2700まで 



4 新木近隣センターだより 2１5 号                                    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

緊急地震速報や犯罪発生情報等をお知らせする「ＹAＨOO！防災速報」、「ちば安全・安心メー

ル」は、下記ＱＲコードや県警ホームページからお申し込みいただけます。 

防災速報  防災速報  安全・安心メール  安全・安心メール  

ｉＰｈｏｎ版    Android 版    携帯電話用     スマートフォン用 

１ 「知っていた」のに騙されるオレオレ詐欺 
 千葉県警察では、平成２８年中の「電話ｄｅ詐欺」の被害者（１０８０人）が、詐欺の手

口を知っていたか調査をしました。すると、「オレオレ詐欺」は、６２％が「知っていた」と

回答しています。 

 

 なぜ、「知っていた」のに、騙されてしまったのでしょう？それは… 

● 犯人の声が、息子や孫等の声と似ていた。 

● 「親族を助けたい」等の焦りや動揺から冷静な判断ができなかった。 

● 犯人の話に不審な点がなく、信用してしまった。 

等の他、警察官や銀行等を騙る手口（カード手交型）では… 

● 警察や銀行を名乗ったので信用してしまった。 

● 「電話ｄｅ詐欺」は知っていたが、具体的な手口を知らなかった。 

等の理由でした。 

２ 騙されなかった人達の対応 

 詐欺を見破り、警察に通報した人達は、 

●一度、電話を切って、息子や家族に確認の電話をした。 

●「息子はいない」と言って電話を切った。 

●家族に相談したら、「詐欺ではないか」と言われた。 

●電話機に登録していない電話番号なので、電話に出なかった。 

等の様々な対応の結果、被害に遭いませんでしたので、参考にしてください。 

※千葉県警察のホームページでは、詐欺の犯人と被害者がやり取りした電話の録音データを

掲載しています。犯人の優しく丁寧な話し口調を聞けば、「電話ｄｅ詐欺」がどのような手口

なのかよく分かりますので、一度ご確認下さい。 

次回は、「還付金詐欺」について、掲載する予定です。 

千葉県警察 １１０   千葉県我孫子警察署 ０４－７１８２－０１１０ 

62% 32% 3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っていた 

知らなかった 

その他（未回答） 


