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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 木 ふ れ あ い 文 化 祭 
新木地域での文化の向上、発展をめざして、文化祭を 

開催します。各サークルが日頃から鍛えた芸能披露と 

絵画、書道などの展示紹介をします。ご期待ください。 

詳細は、次号のセンターだよりで案内します。 

日 時：１１月１１日（土）～１２日（日） 

９：３０～１６：００ 

会 場：新木近隣センター全館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防訓練に参加下さい 
我孫子東消防署の協力を得て、有事の際のセンター利用者、勤務者の安全確保と、施設の被害

を最小限に抑えるため、毎年行っています。ご参加をお願いします。 

日 時：１０月１１日（水）１０：３０～１２：００  会 場：新木近隣センター全館 

内 容：①基本訓練：通報・館内放送・避難誘導 ②実施訓練：消火器訓練、ＡＥＤ操作 

料理ｾﾐﾅｰ「ごちそうサラダ」 
“しゃぶしゃぶ肉や魚介を使って” 

日 時：１０月２１日（土） 

１０：００～１４：３０ 

会 場：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、 

手ふき、筆記用具 

申込み：新木近隣センター ☎7188-2010 

締切り：１０月１６日（月） 

シニア楽々講座 
地域の皆さんとともに、明るく、生き生きと過

ごせるように健康にかかわるお話と太鼓等を利用

したリズム体操のひと時です。軽い体操ができる

服装で、ご近所お誘いあわせの上参加ください。 

日 時：１０月１４日（土） 

１３：３０～１６：００ 

会 場：多目的ホール 

講 師：山口 江美先生 

（ＮＰＯ法人「鼓響」理事長） 

お 話：「もしもの時の心得」 

体 操：フープや太鼓を使ったリズム体操 

定 員：５０名 当日受付け  参加費：無料 

申込み：新木近隣センター ☎7188-2010 

 雨の多い夏でした。こちらには台風の上陸もなく、心

配された猛暑でもなく、過ごしやすかったでしょうか。

9 月になって青い空やお月様が見えると嬉しい気分に

なります。 

 稲刈りが進んでいます。秋になるなあと思います。季

節感のあるところで暮らせて楽しいですね。 

平成 29年 9月 16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 

子どもボランティア募集 
文化祭の運営（受付・案内・販売）について、お手伝いをいただける「子どもボランティア」

を募集します。応募いただける方は、新木近隣センター(☎7188-2010)までお願いします。 

http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_3711.html
http://3.bp.blogspot.com/-Tknlg9EiGGU/VdLr07yfq-I/AAAAAAAAwyM/YE0JXbqYSNY/s800/nougyou_inekari.png
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地域の教育力  新木小からの掲示板（その３） 
新木小学校の教育活動には、様々な地域の方にご協力をしていただいています。その中でも今

回は「お父さんサポーター」を紹介したいと思います。 

この「お父さんサポーター」は、ＰＴＡとは別組織の新木小学校在籍の有志のお父さん方で成

り立っています。新木小学校の家庭数は約３６０世帯ですが、なんと８月現在で５８人のお父さ

んが登録されています。これは驚くべき数字で、非常に活力があり、とても感謝しています。具

体的には、運動会の準備と後片付けや交通対策、バザーへの参加、また必要に応じて施設や備品

の修繕をお願いすることもあります。基本理念として、できるときにできる人が参加し、無理の

ない活動をお願いしています。本年度は会員が増えたこともあり、活動範囲が広がり、親子での

通学路点検や夏休み中に親子での肝試しも行いました。 

（※肝試しについては新木小ＨＰをご覧ください） 

さて、子どもたちが豊かな社会性を身につけるには「地域

の方の教育力」が必要です。このお父さんサポーターのよう

に、普段なかなか話す機会のないお父さん同士が仲良くなる

こと、お父さん方が地域の子どもの名前を知っていること、

そして声をかけてあげられることができることはとても大

切だと思います。また、このつながりはもしかしたら子ども

たちが新木小を卒業した後に、地域の財産となればいいなと

も思っています。 

そして、このお父さんサポーターが活動をするにあたり、

話し合いの拠点を学校ではなく「真栄寺」をお借りしています。真栄寺の御住職のご理解とご協

力に対しても、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。    校長 関根 延年 

甘酒スイーツを作りました 
7月22日調理室にて甘酒を使ってのスイーツ作りの講習

会が川上恵子先生の指

導の下、参加者14名に

て行われました。 

前もって用意しても

らった玄米甘酒を使い、

季節の果物などを使っ

てスイーツを作りまし

た。体に良い発酵食品

での食べ物としての甘

酒のいろいろな使い方を習いました。 

暑い時でしたので、冷たいデザートはとてもおいしくいただけました。 

楽しいシニア楽々講座 
第１０回シニア楽々講座は、７月２９日多目的ホールでいつもの山口江美講師の指導のもと、

「健康でいきいきと生きるために」の講演とリズム運動が行われました。 

参加者は２０名弱で、少なかったですが、講演では元気な

老後を過ごすための日常のいろいろな注意点を伺い、改めて

健康寿命の大切さを痛感させられた時間でした。 

後半はグループホームルーチェの会員と一緒に、認知症の

予防と健康な日常を送るための、太鼓やサウンドフープを使

った健康体操に軽い汗を流しました。講師が主催する他会場

と比べて、新木近隣センターの参加者が少ないのは、どうし

たらいいのか考えさせられる講座となりました。 

肝試しの受付 
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新木ふれあい夏まつり 
8 月 12 日「新木ふれあい夏まつり」を新木小グラン

ド開催いたしました。前日夜からの雨が朝まで降り開催

が危ぶまれていましたが、やぐらやテントの準備を進め

ているうちに天気も回復し、16 時の開会時には、スタッ

フ・出店者含め、総勢約 650 人を超える参加者にお集ま

りいただきました。開場時刻になると続々と子供たちが

集まり、子どもの遊びとして、「スイカたたき」が始まり

ました。前回同様に割らないでビニールバットでたたくこ

ととしました。その後に「いすとりゲーム」で楽しんでいました。 

開始時刻山崎会長と星野我孫子市長より開会のあいさつがあり夏まつりが始まりました。同時

にお祭りといえば夜店、と言うことで模擬店もオープンとなり、焼きそばや焼き鳥・パン・綿あ

め、それに飲み物の販売が始まりました。あとは夏まつりには欠かせないヨーヨー釣り・射的も

オープンして、子供たちの列が途切れませんでした。 

イベントはふれ太鼓から始まり、太極拳・フラダンスと続

き、メインの盆踊りでは、河童音頭で星野市長の飛び入りと

いうハプニングもありました。最後にはお楽しみ抽選会があ

り 20 時に閉会となりました。 

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、けが人や病人が出ずに充実した夏まつりとなりま

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

力でお祭りイベントを盛り上げていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌声喫茶 in 新木 
9 月 9 日、2 階 A・B 会議室で本年度第 2 回目の歌声喫茶が、15 名参加で開かれました。 

「初秋・歌の旅」をテーマに時期にふさわしい歌声が、会

場外にも響き渡る楽しいものでした。 

次回は、11 月 18 日（土）開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

“ 見守りあらきのねっと”を配布 
新木野高齢者見守りネットワーク運営委員会発行の“見守

りあらきのねっと第 8 号”を、自治会の皆さまに配布しま

す。高齢化社会を迎えて地域でお互いを見守ることが大切で

す。ご一読をお願いします。  新木地区まちづくり協議会 
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この地図と表は、我孫子市で自動車盗が発生した地域と被害状況の

一覧です。我孫子市内で発生した地域を黄色に塗ってあります。 

自動車盗は、全国でも依然として多発していて、我孫子市内では、

月極駐車場や、会社敷地内、戸建て住宅駐車場、店舗駐車場等で発生

しています。我孫子市内で多く盗まれている車種は、プリウス、ヴェ

ゼルの他、貨物自動車等であり、電子キーの車やイモビライザー付き

の車も盗まれています。 

施錠だけでなく、駐車場を外灯やセンサーライト等で明るくする、

防犯カメラを設置する、犯人が盗みにくいと思うような防犯設備（ハ

ンドルロックなど）を取り付けるなどの複数の対策をしましょう。月

極駐車場の管理者は、外灯や防犯カメラを設置する等の対策をしまし

ょう。 

 

 

 

 

我孫子市内の自動車盗難認知状況（1月～7月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 発生年月日時 地域 車名

19 2月19日 20:00 ～ 2月22日 19:25 柴崎台２ シルビア

20 6月18日 12:30 ～ 6月19日 7:50 柴崎台４ プリウス

21 5月17日 14:00 ～ 5月21日 14:00 つくし野２ グレイスグレー

22 5月20日 17:30 ～ 5月21日 12:50 つくし野２ フィット

23 6月27日 21:10 ～ 6月27日 22:28 つくし野３ ヴェゼル

24 6月6日 19:00 ～ 6月7日 7:01 天王台３ フィルダー

25 1月6日 0:57 天王台６ インテグラ

26 6月6日 11:00 ～ 6月6日 22:00 天王台６ グレイス

27 6月21日 19:00 ～ 6月22日 8:35 中峠台 ハイエース

28 5月23日 17:30 ～ 5月24日 10:00 根戸 アクシオ

29 6月22日 18:30 ～ 6月27日 6:10 根戸 プリウス

30 6月30日 20:10 ～ 7月1日 9:50 根戸 アクア

31 3月19日 18:30 ～ 3月20日 12:30 東我孫子１ ヴェゼル

32 2月5日 16:00 ～ 2月6日 10:00 布佐 プリウス

33 7月8日 9:30 ～ 7月9日 6:00 布佐 プリウス

34 6月18日 5:45 ～ 6月20日 22:40 緑１ プリウス

35 平成28年5月1日 0:00 ～ 2月10日 15:50 南青山 不明

36 6月20日 23:00 ～ 6月21日 22:40 都 プリウス

次回も、「自動車盗難対策」について掲載します。 

千葉県警察 １１０   千葉県我孫子警察署 ０４－７１８２－０１１０ 


