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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

梅雨入りしましたね。雨にあじさいがきれいです。
食べ物が傷みやすい時期になりました。気をつけま
しょう。曇り空は少し憂鬱になりますが、虹が出る
かなと空を見上げて、雨の音を楽しんでみるのはい
かがでしょう。

新 木 ふれあい夏 まつり
真夏のひととき、子どもから年配者までお楽しみいただける、イベントを計画・準備していま
す。ご期待ください。詳細は、次号で案内します。
日 時：8 月 12 日（土）15：30～20：30
会 場：新木小学校校庭

子 ど も ボ ラ ン テ ィ ア 募 集
新木ふれあい夏まつりの受付・案内・販売など、運営についてお手伝いいただける子どもボラ
ンティアを募集します。参加される方は、新木近隣センター（☎7188-2010）までご連絡
下さい。

料理セミナー
甘酒スイーツを楽しみましょう
「雑穀甘酒・氷菓」ほか
日 時：7 月 22 日（土） 13：30～15：30
会 場：2 階調理室
会 費：800 円
募 集：18 名（定員になり次第締切）
持ち物：エプロン、食器用ふきん、三角巾、手ふき、
筆記用具
申込み：新木近隣センター ☎7188-2010
締切り：7 月 18 日（火）

シニア楽々講座
本年度第 1 回目の講座を開催します。新木地域のシ
ニアの皆さまが、生き生きと過ごしていただけるよ
う、お役に立てる講演とリズム体操です。軽い体操が
できる服装で、お誘いあわせのうえ、ご参加ください。
日 時：7 月 29 日（土）13：30～16：00
会 場：多目的ホール
講 師：山口江美さん （NPO 法人「鼓響」理事長）
参加費：無 料
定 員：50 名 ＊余席があれば当日受付可＊
申込み：新木近隣センター ☎7188-2010

新木小２年生とふれあいサロンの
七夕交流会
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学校と地域の防災

新木小からの掲示板（その２）

新木小学校では、６月１７日の授業参観に合わせて避
難訓練と保護者の方による引き取り訓練を行いました。
これは大変重要な訓練です。
本年度は一歩防災意識を高めて湖北中学校区にて小中
学校同日に保護者の方による引き取り訓練を行おうと検
討してきました。残念ながら各学校の予定が合わず、課
題として残りました。この訓練は１年の内いつ行っても
よいわけではなく、できれば年度の初めの５・６月に行
いたいものですが、やむを得ずに学校ごとの実施となり
避難訓練の様子
ました。
さて、この引き取り訓練はどのようなときに必要なの
でしょうか。まず、子どもたちが学校にいる時間帯に地震が発生した場合です。そして、その震
度が５弱、５強程度のときでしょう。震度４くらいですと住宅や街に被害があまり出ず、おそら
く子どもたちは自分の力で帰ることができるでしょう。逆に震度６以上になると新木小へ避難し
てくることになります。
では、登下校中や子どもたちが家にいるときに地震が発生したらいかがでしょうか。登下校中
では、家よりも学校が近ければ学校に来るのが最善です。しかし、小学生は大変怖がると思いま
す。現在の小学校６年生でも東日本大震災のときにはまだ未就学児でした。おそらく泣いて立ち
止まってしまうことが考えられます。次に家にいるときですが、保護者の方が一緒であれば安心
です。しかし、共働きの方が多い昨今、保護者の方が一緒にいない場合も多いことでしょう。こ
のようなときにはどうしたらよいか。ご家族で話し合っておき、自治会等の防災訓練の計画時に
は、子どもたちについて上記のようなケースも考慮していただけたら安心です。
災害時には新木小学校が避難所となりますが、その前にまず身の安全を確保し、安否確認のた
めの自治会等ごとの集合場所があると思います。車が使えるとも限りませんので、そこから新木
小学校へのルートや方法もご確認いただけると幸いです。
校長 関根延年

市政ふれあい懇談会
平成２９年度の第１回市政ふれあい懇談会が５月２８日多
目的ホールで開催されました。我孫子市長をはじめ、各部長・
課長、そして地域からは４０名ほどの出席者を得て有意義な
２時間を過ごしました。最初に市長から重点施策を推進する
２９年度の主な行事の説明があり、次いで運転免許証自主返
納者優遇制度、カスミ新木店新築工事についての概要等の説
明された後、意見の交換がされました。
今回は特に、新木駅前に出来るカスミ新木店の着工に伴い
交通量の増加が見込まれることから、毎日２００名以上の児
童が利用している通学路の安全対策として下新木踏切の拡張に関する意見が多く交わされました。
また、管理不全な空家対策や少子高齢化に伴う問題、あびバスルートの問題なども話し合われま
した。踏切拡張に伴う通学路の安全対策は地権者との交渉もあり早急に解決するのは難しいとさ
れながらも命に関わる急を要する問題だけに、ドライバー一人ひとりの安全運転への心がけと、
子供たちを地域で守ることの必要性も考えさせられました。

★ 新木パソコンお楽しみ講座受講者募集 ★
ワードによる文書作成にデジカメ写真の処理・編集、インターネットとメールに加えて、
新たに質問コーナーを設けました。
・開催日時：主に毎月第１、第３月曜日に開催、時間：9：30～11：30
7/３、７/２４、8/７、8/2１、9/４、9/2５、曜日の不都合な方は相談ください
・受講内容：相談させていただきます ・費用：1 回 500 円（主に資料代として）
・質問コーナーに申し込みの場合は、１回３０分、費用２００円でお願いします
・受講者数：各実施日とも３名まで ・パソコン持ち込みも可・申し込み：近隣センター ☎7188-2010
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おやっこルーム
6 月のおやっこルームは、七夕飾りの製作を行いま
した。お母さんが作っているそばで、子供たちはお手
伝いをしたり、スタッフと遊んだりで楽しく過ごして
いました。
笹飾りを作ったことがないというお母さんたちで
したが、それぞれ素敵な笹飾りができました。短冊の
願いごともかないますように。
おやっこルームでは、広い畳の部屋で子供たちを遊
ばせながら、お母さんたちもゆっくりお話しすること
ができます。お友達づくりの場や情報交換の場として
もぜひご利用ください。

新木小学校の運動会開催
５月２０日に雲ひとつない青空のもと新木っ子による運
動会が行われました。大きな声援を受け行われた騎馬戦、同
点決勝にもつれこんだ大玉おくりは大いに盛り上がり、色々
なアイデアを入れた応援合戦、保護者もテント村をつくり万
全な応援体制をひき熱の入れ方は他とは違います。
全校生徒、先生、そして近隣住民が一緒になって踊った河
童音頭は包む空気をひとつにしました。最後に４～６年生に
よるリレーでは１、２着は際どい戦い、続くチームも最後ま
で全力を出し切った熱戦に観客も熱い声援を送り参加者、観
客の皆さんにとって楽しい一日になりました。

毎週火・木・土の午後１時から５時まで開いています。７月のイベントは次の通りです。イベントのない
日は「おしゃべりの会」です。１時間ごとに我孫子市民の歌による健康体操も行っています。健康維持の
ため、一緒に身体を動かしましょう！
健康麻雀
７日（金）
・２１日（金） １３：００～１６：００ ※常時サポーター（ボラン
および毎週日曜日 １０：００～
ティア）を募集していま
囲碁教室
毎週水曜日
１３：００～１７：００
す。ご希望の方は申し出
健康体操
４日（火）
・２７日（木） １３：３０～１４：３０
ください。
はるか販売会
６日（木）
・１３日（木） １４：４５～１５：００ ※営業予定のない日は、無
歌声喫茶
１３日（火）
１３：１５～１４：４５
料の貸しスペースとし
つるし雛飾り
４日（火）
・１５日（土） １３：００～１６：００
てもご利用いただけま
座って出来る太極拳 ２０日（木）
１３：３０～１４：３０
す。ご相談ください。
コグニサイズ
２５日（火）
１３：３０～１４：３０ ※ご予約・ご相談・お申し
折り紙教室
８日（土）
・２２日（土） １３：００～１６：００
込みは渡部の携帯
１９４５年の夏を思い出そう
090-1214-2700 まで
２９日（土）
１３：３０～１５：００
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１． ＡＴＭ注で、保険料(医療費)還付の手続きは詐欺です！
我孫子警察署管内では、「還付金詐欺」という手口の被害が多く出ています。
「還付金詐欺」の手口
① 市役所や銀行を名乗って「保険料（医療費）還付の書類を送った」等と
電話します。
② 被害者に、（あるはずのない）書類を探させます。
③ 書類がないことを答えると、「期日が今日までです」等と焦らせます。
④ 「ＡＴＭで手続きできる」等と言い、駅前やコンビニ等のＡＴＭへ行か
せます。
⑤ 犯人が電話でＡＴＭの操作方法を説明し、暗証番号と称して数字を入力
させ、「振込」ボタンを押させます。
（例「暗証番号 ４９９８７８ と入力してください」等）
⑥ 犯人の言う暗証番号は振込金額なので、お金（例 49 万９８７８円）を
振り込んでしまうのです。その後、犯人は、口座からお金を引き下ろし
ます。
注：ＡＴＭ
…現金自動預け払い機。銀行やコンビニ、駅前、ショッピングセンター等にあります。

２． もし、詐欺の電話がかかってきたら…
まずは、「市役所にかけ直します」等と言って、電話を切り、我孫子
市役所（04-7185-1111）や警察に確認の電話をしましょう。
確認の電話を受けた市役所や警察は、必ず 「その電話は、詐欺で

す」と答えてくれます。
そして、過去の保険料（医療費）の還付手続きは、ATM ではできないこ
とを知っておいてください。
だま

犯人達は、電話で簡単に騙そうとしますが、私達も、「確認」をするだけで簡単に防ぐ

ことができるのです。
ナンバーディスプレイ機能や詐欺対策機能付きの電話機にすることも効果的です。

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
ｉＰｈｏｎ版
Android 版
携帯電話用

安全・安心メール
スマートフォン用

かた

次回は、「警察官を騙る詐欺」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
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