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模 擬 店 
生ビール、ジュース、かき氷、玩具、焼き

鳥、焼きそば、たこ焼き、わたあめ、磯辺

焼き、ヨウヨウすくい、ポップコーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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です。 

日 時：8 月 12 日（土）16：30～20：30 雨天の場合 13 日（日）に順延 

13 日も雨天の時は中止 

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。ご応募の方は、新木近隣センターまで

連絡をお願いします。  ☎7188-2010 

歌声喫茶 in 新木 

懐かしい唱歌、わらべうたなどを歌っ

ています。お誘いあわせのうえ、お気

軽に当日直接会場へお越しください。 

日時：9 月 9 日（土） 

13：30～15：30 

会場：2 階 A・B 会議室 

会費：500 円（お茶菓子つき） 

 晴れた夜空を見上げることが、なかなかできませ

んが、梅雨明けももうすぐ。楽しく夏を迎える体力

をつけましょう。････ウナギですか？それとも、盆

踊り？涼しい時間のお散歩？花火見物？ 

 暑い時には無理をせず、涼しい場所に出かけてみ

ましょう。 

秋の健康まつり 
まずは自分の体を知り健康貯金を始めましょう！ 

日 時：9 月 11 日（月）1３：３０～１６：0０ 
（最終受付１５：30） 

会 場：新木近隣センター 
内 容：健康チェック，体力測定，血管年齢， 

骨健康測定，保健師による健康相談ほか 
問合せ：湖北地区社会福祉協議会 
 ☎7187-2551（月～金の９：３０～16：30） 

＊送迎サービスは要予約 

平成 29年 7月 15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 

プログラム 
子どもの遊び広場 16：30～17：20 

盆踊り① 17：20～18：00 

挨 拶 18：00～18：20 

太極拳 18：20～18：45 

フラダンス 18：45～19：00 

盆踊り② 19：00～19：40 

かっぱ太鼓 19：40～20：00 

お楽しみ抽選会 20：00～20：30 
内容は変更になる場合があります。ご了承下さい 
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ふれあいサロンへのお誘い 

地域の皆さん、「ふれあいサロン」を月一回開催しています。楽しんでいただける活動を予定

しています。お友達をお誘いの上ご参加ください。お待ちしています。 

新木ふれあいサロン 
会 場：湖北地区公民館 お茶代：１００円 

時 間：１０：００～１１：３０ 

湖北地区ふれあいサロン 
会 場：湖北地区公民館 お茶代：１００円 

時 間：１０：００～１１：３０ 

9月13日(水) マジックショー・コグニサイズ  9月15日(金） 我孫子シニア・アンサンブル演奏会 

10 月 11 日(水) 大人の為のお話会・コグニサイズ 10 月 20 日（金） 絵手紙・皆で歌いましょう 

11 月 8 日(水) 
騙されないために 

コグニサイズ 
11 月 17 日（金） 

折紙・干支を折る 

皆で歌いましょう 

12月13日（水） 
我孫子シニア・アンサンブル演奏 

クリスマス会・コグニサイズ 
12 月 8日（金） 

湖北小 3 年生交流クリスマス会 

パネルシアター 

連絡先：和田 ７１０５－５１３２ 連絡先： 長谷川 ７１８８－７０８０ 

第 5 回地域会議 
7 月 2 日多目的ホールに市民活動支援課、各自治

会、学校関係、各種団体、消防団など 3６名が集ま

りました。全体会議では、主題の避難防災訓練の PR

紙について説明があり、9 月から「自分から今やろ

う」などをテーマに発行予定です。 

次いで、4 グループに分かれて「防災 PR のあり

方」「災害時の避難訓練」をテーマに意見交換をしま

した。「災害時先ず自身の安全を確保」「次いで家族・

身内・近隣」と順次広める。「万一の場合のルールを

家族で決めているか」、「我孫子市作成のハザードマ

ップを活用しているか」「枕もとに懐中電灯・くつを

おいているか」など身近なことの確認が必要です。

グループごとに討論の内容を発表し、散会しました。次回は 10 月 22 日（日）に開催予定です。 

新木ふれあい文化祭参加者募集 
新木地域の文化の発展をめざして、11 月 11 日（土）～12 日（日）、新木近隣センター

全館を会場として「新木ふれあい文化祭」を開催します。地域在住の方、近隣センター利用

の方を中心に、「芸能部門」「展示部門」の参加者を募集します。 

募 集：８月１５日（火）～９月１５日（金） 

説明会：９月３０日（土） 18：00～ 会議室 A・B 

問合せ：新木近隣センター☎7188-2010 

第 26 回 ふれあいゴルフ会案内 
日 時：9 月 13 日（水）集合時間：７：３０ 雨天の場合でも現地集合、時間厳守 

    スタート：８時 ＯＵＴ/ＩＮ同時スタート 

会 場：ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎 茨城県龍ケ崎市泉町字原口１５９２－７７ 

         ☎０２９７－６４－０１１０ 

費 用：➀プレー費：１０，３００円（税金別）各自清算 昼食代、パーティ代含む 

    ②会  費： １，５００円 賞品代他 当日、受付時に徴収します 

申込み：先着順に４０名で締め切ります。新木近隣センター ☎７１８８－２０１０ 

締め切りは８月３１日（木）１７：００ 
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太巻き祭りずし 
6月25日、新木近隣センター調理室にて太巻き祭りずし

の講習会が行われました。講師川合美津子先生指導でびわ

の太巻きを作りました。 

祭りずしの由来は、葬式の時振舞ったむすびが江戸時代

になるとむすびだけでは物足りないということで、ずいき

を甘く煮たものを芯にして巻いたのが始まりといわれてい

ます。現在ではいろい

ろな模様が競って作

られるようになり、変

わった図案を生み出

す楽しさも太巻き寿司の特徴となっています。 

参加者の中には広報あびこで知ったという遠来の方もい

て、祭りずしの講習が楽しみだとのことでした。ご夫婦で参

加の方もいて、家に帰ったら作ってみたいということでした。 

先生が前もって作られた夏椿の祭りずしを見本で見せて

もらいました。 

ふれあい講演会「自転車の安全な乗り方」 
本年度第１回新木ふれあい講演会は、市民安全課安心安全アドバイザーの御子神信夫さんを講

師に迎えて、６月１８日に「自転車の安全な乗り方」をテーマに開催されました。新木ファイタ

ーズのメンバー１０人が特別に参加してくれて、５０数

名の参加者は、講師の判り易く説得力のあるお話に、

納得ばかりしておりました。 

自転車は乗る前の点検が第一とのことで、「ぶたはし

ゃべる（ブレーキ、タイヤ、車体、ベル）」を合言葉に、

点検の重要性を教わりました。 

特別参加の我孫子警察の佐藤氏により、自転車によ

る２件の交通事故が紹介され、特に高齢者に多発して

いるとのことで、改めて注意を喚起されました。また、

自転車による事故の加害者になった場合の、損害補償

は１億円近い額を請求された例も紹介され、こと乗り

方の重要さを改めて認識させられました。 

ふれあいゴルフ会報告 
第 25 回ふれあいゴルフ会は 6 月 19 日に霞台カントリーク

ラブ、筑波コースで 31 名の参加をいただいて開催されました。

明け方までの雨で天候が心配でしたが、プレー中は曇りのち晴

れで、気温もあ

まり上がらず、

絶好のゴルフ

日和でした。 

今回の初参

加は 2 名でし

たが、さいわい事故もなく、全員楽しくプレーで

きました。優勝は阿部源一さん（新木）、準優勝

は藤本幾栄さん（新木）、第 3 位は森元功さん（新

木野）でした。 
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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 警察からかかってきた電話を信用しますか？ 

 電話ｄｅ詐欺には、「警察官」を騙る手口もあります。その手口は… 

① 犯人は、我孫子警察署の警察官を騙ります。 

② 犯人は「(被害者の)口座が詐欺の犯人に悪用されている、キャッ 

シュカードを預かる」等と焦らせ、暗証番号も聞いてきます。 

③ その後、銀行員等を騙る者が、自宅等へキャッシュカードを受 

け取りに来ます。 

④ 犯人は、預けたキャッシュカードと暗証 

番号により口座から預金を下ろします。 

というもので、被害者の中には、丁寧な口調で
．．．．．．

 

警察官や銀行員を騙る電話を信用し「少し、おかしい
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

な。」と思いながらも、被害に遭っています
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

 電話ｄｅ詐欺の犯人は、丁寧な口調で信用させ、唐 

突な内容で焦らせて冷静に考える隙を与えません！ 

２ 私は騙されないという自信があっても… 
 

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか？この３項目に該当しても、被害に遭うことがあります。 

 連載記事をご覧の方々は、息子や孫、市役所や銀行、警察を騙る電話ｄｅ詐欺の手口をご存

知ですが、犯人の優しく丁寧な口調の電話を聞いたことがある人はどれくらいいるでしょう？ 

 千葉県警察のホームページには、実際の「電話ｄｅ詐欺」のやり取りが録音されたデータを

掲載していますので、実際に「耳」で聞いて、詐欺の電話に対する免役を持て

ば、犯人に対して冷静な対処でき、被害を防止できるかもしれません。 

 視聴は、「千葉県警察ホームページ」→「安全な暮らし」→「電話ｄｅ詐欺」

→「実際にあった『電話ｄｅ詐欺』の電話音声」からできます。 

次回は、自動車盗について掲載する予定です。 

 この記事をご覧の方々の中に、下記の心当たりはありますか？ 

① 詐欺のことは、月 1 回の回覧で交番の広報誌を読んだり、TV で見たりして知っている
．．．．．

。 

② 警察官が、巡回連絡に来てくれて、詐欺に注意するよう声をかけてもらった
．．．．．．．．．

。 

③ 私は、騙されないという自信
．．．．．．．．．．

があり、今まで詐欺の電話がかかってきたことはなかった
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 


