平成 31 年 3 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

春の風が吹き始めると、心が弾んでき
ます。「スプリング」だなあと思います。
でも、花粉症の方にはつらい季節ですね。
どうぞお大事に。
今年の桜のご機嫌はどうでしょうね。
暖かくなったら、散歩に出かけましょう。

新 木 ふれあい春 まつり
新木ふれあい春まつりを下記の通り開催します。詳細は、次号で案内します。
日 時：5 月１９日（日）10：00～14：00
内 容：バザー・フリーマーケット・模擬店・スポーツ吹き矢・けん玉・射的あそび
会 場：新木近隣センター

バザーの品 物 募 集
バザーで販売する品物の提供をお願いします。衣類は未使用の物を、食品は不可です。
受付け期間：３月２２日～５月１０日 新木近隣センター受付にお持ちください

フリーマーケット出店者募集
出店申込み：新木近隣センター☎7188-2010 募集：３月２５日（日）～４月２０日（金）
出店説明会：４月２７日（土）１８時～ 会 場：新木近隣センター 出店料：５００円

子どもボランティア・イベントボランティア募集
新木ふれあい春まつりの運営（受付・案内・販売）について、お手伝いいただけるボランティ
アを募集します。申込みは、新木近隣センター☎7188-2010 までお願いします。

「音楽」は人を笑顔にする！
～地域の皆さま方からたくさんの感謝の言葉～
新木小からの掲示板

その１０

校長

横山悦子

本校の吹奏楽部は、今年度様々な地域の行事に参加させて
いただきました。指導は、４月着任した伊藤雅代教諭が行っ
ています。１１月には新木ふれあい文化祭、１２月には湖北
福祉まつり、今年に入り１月には、地域の行事「新木ふれあ
いあわんとり」の開催にあわせ、吹奏楽部が招待され演奏を
行いました。ここでは、この日の様子をお伝えしましょう。
皆様よくご存知の「あわんとり」は新木地区に古くから伝
わる新春のイベントとして、新木地区に定着し楽しまれてい
る行事です。この日、地域の皆さまがたくさん集まりました。
吹奏楽部は、「あわんとり」のトップバッターとして演奏し
ました。新入部員の４年生を加え、６０人の子ども達が地域の方に喜んでもらえるよう選曲し、
アイディアいっぱいに演奏を繰り広げました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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おなじみの懐かしいアニメ「鉄腕アトム」を皮切りに、次々と曲を披露しました。いまや、だ
れもが口ずさむ「ＵＳＡ」では、リズミカルな曲想とそれぞれの楽器のパフォーマンスが楽しく
て心弾みました。バックスタイルの「静」から、「動」へ転じるさまは聞いてよし、見てよし。
子ども達の笑顔も輝きました。昔懐かしい「懐メロのメドレー」が流れると、なんと、子ども達
がマイクを持って、順番に歌うではありませんか。興奮したのは客席のおじいちゃんやおばあち
ゃん達です。表情がパッと明るくなり、会場は沸きました。まだ歌い慣れない恥ずかしさと緊張
が伝わると、会場は温かな雰囲気に包まれました。ラストの曲は、やはり実力を発揮した、県吹
奏楽コンクール「金賞受賞」の名曲です。演奏が終了すると拍手の嵐。
少しすると、「アンコール」の声が飛び交いました。最後に、「花は咲く」を静かに演奏する
と、会場がひとつになり、涙をこぼしている方もいました。明るくて楽しくて、元気一杯で、そ
れでいて心を温めてくれる演奏でした。演奏後に、地域の方が何人も感謝の言葉を伝えにきてく
れました。
「聞きに来て良かった！」、「すばらしい演奏でした！」、「元気がでた。また、聞きたい！」
音楽は人を笑顔にします。音楽は人に勇気を与えます。新木小、吹奏楽部 バンザイ！「地域を
元気にする学校でありたい」それが私の願いです。

「おやっこルーム」のご案内
おやっこルームは子育て中のママたちが、ひとりで悩ん
で孤立することなく、楽しく子育てが出来るようママたち
の出会いの場です。一緒に仲間づくりしませんか！
会 場：新木近隣センター 和室
毎月第２木曜日 １０：００～１１：３０
（受付開始９：４５～）
❤ ４月１１日 みんなであそぼ（こいのぼり・カブト）
❤ ５月１９日 ベビーヨガ（バスタオル・飲み物持参）
２月開催のベビーヨガの様子
❤ ６月１３日 みんなであそぼ（七夕）
❤ ７月１１日 保健師による育児相談（５組要予約）とママのおしゃべり場
＊内容は変更になる場合がございます。
問合せ：湖北地区社会福祉協議会 （電話：7187-2551 平日：9:30～16:30）

ふれあいサロンへのお誘い
「ふれあいサロン」は名称が表す通り、高齢者の皆さんとボランティアの協力会員により、
お互いを支え合って和気あいあいとひとときを楽しんでいます。季節に沿った楽しい催し物や
いつまでも心身共に健康で！を合言葉に、認知症予防の健康体操“コグニサイズ”や世相を反
映した問題提起等の時間も用意しています。そして、お楽しみ！のおしゃべりとお茶の時間（お
菓子付き）、バス旅行も人気の行事です。皆様のお越しをお待ちいたしております。
会

場

水曜日開催

新木近隣センター

お茶代：100 円

時 間：１０時～１１時３０分

会

場

金曜日開催

湖北地区公民館 お茶代：100 円
時 間：１０時～１１時３０分

４月１０日

悪徳詐欺に騙されない為のお話

４月１９日

Y to K の春のコンサート

５月２２日

我孫子の文化人「岡田武松」の話

５月１７日

バス旅行

６月１２日

新木小２年生との交流会

６月２１日

湖北小３年生との交流会

（七夕笹飾り）
７月１０日

コンサート

Y to K

連絡先 和田：７１０５－５１３２

（七夕笹飾り）
７月１９日

我孫子シニア・アンサンブル演奏会

連絡先 長谷川：７１８８－７０８０
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新木近隣センターだより

233 号

3

新木まちづくり協議会第 2７回定期総会案内
日 時：4 月 2１日（日）15：00～16：30
会 場：新木近隣センター 多目的ホール
定期総会終了後、各部会での会議に続き、新旧役員・委員の合同懇親会を開催します。ご出席
をお願いします。

新木まち協委員を募集
新木地区まちづくり協議会では、新年度を迎えるにあたり、協議会活動に参加していただける委員を
募集しています。4 つの部会があり、いずれかの部会に所属して、住み良いまちづくりをめざして、
活動していただきます。
「新木地区」を知る良い機会です。是非ご参加ください。
申込み・問合せは新木近隣センター☎7188-2010 までお願いします。
総務部会
協議会全体の計画・予算に関すること
ふれあいゴルフ会の３１
企画部会
イベント等の立案・実施に関すること
年度実行委員（３～４名）
施設管理部会
センター施設の維持管理に関すること
を募集しています。
広報部会
センターだよりの発行等広報に関すること

新木「地域会議」が開催されました
第 10 回新木地域会議が、2 月 24 日星野市長列席の下、
自治会、福祉関係団体、学校関係者などの 40 名の出席を得
て開催されました。いくつかの経過報告に続いて、今回のメ
インテーマである「安全・安心住みよいまちづくりに向けて」
に関連して、組織造りが進んでいる「新木野暮らしのサポー
トセンター」について、外崎氏から報告が有り、次いで意見
交換をしました。
「高齢者の暮らしのサポート」は、
「買い物・
ゴミ出し・家の中の掃除の支援」が主たる支援項目ですが、他の自治会ですぐにでも必要になる
活動であり、各方面から大きな評価を頂きました。

大きな声で歌いました
本年度４回目の歌声喫茶が、3 月２日鳥谷部さんの伴奏と沼田さん
の進行で、30 数名の参加者で開催されました。皆に親しまれてきた
童謡、唱歌による発声練習に続いて、歌謡曲中心で合唱が始まりまし
たが、鳥谷部さんの軽妙なトークと臨機応変の伴奏で盛り上がったと
ころで、鳥谷部さんの弾き語りも聞けて、大いに盛り上がりました。

毎週火・木・土の午後 1 時から 4 時半まで開いています。
イベントのない日は「おしゃべりの会」です｡
健康体操
０２（火） 13:30～14:45
バランスボール
２９（火） 13:30～14:30
つるし雛飾り
１１（木） 13:00～16:00
折り紙教室
１３（土） 13:00～16:00
鳥谷部さんの歌声喫茶
１６（火） 13:15～14:45
座ってできる太極拳
１８（木） 13:30～14:30
コグニサイズ（認知症予防体操）
２３（火） 13:30～14:30
つるし雛飾り
２５（木） 13:00～16:00
折り紙教室
２７（土） 13:00～16:00
囲 碁
毎週水曜日午後開催
健康麻雀
第１、第３金曜日午後開催
はるか販売会
第２、第３木曜日午後開催

☆ふらりえ新木野では、
常時サポーター（ボラン
ティア）を募集していま
す。希望の方はふらりえ
新木野までお申し出くだ
さい
☆お問い合わせ
ふらりえ運営委員会
代表 渡部喜代春
☎090-1214－2700
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この３月１１日で東日本大震災から８年を経過しました。この機会に被害の状況を思い出して、
もう一度何をしたらよいか考えてみましょう。
我孫子市では、震度５弱を観測しました。布佐地区などの低地で液状化現象が発生し、建物、
塀、電柱、道路及び地下埋設管等に大きな被害が発生しました。
我孫子市の被害

目

被害の概要

人的被害

軽傷者２名

住家被害

全壊 134 棟、大規模半壊５棟、半壊 96 棟、一部損壊 3,319 棟

項

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

電 気

水 道
下水道

青山、青山台、岡発戸、北新田、柴崎、中峠、下ヶ戸、中里、日秀、
江蔵地、古戸、南青山、新木、新木野、布佐平和台、布佐、布佐酉町、
新々田などで約 2,800 件の停電
布佐地区は３月 12 日に復旧、それ以外は３月 12 日未明までに復旧
配水管の損傷で 191 戸が断水、宅内漏水により 1,700 戸が断水
３月 16 日までに復旧
概ね４km の管路損害

公園

国道 356 号、県道２箇所が通行止め
被害の状況は、塀倒壊 77 箇所、液状化 45 箇所、損傷 157 箇所、
電柱・信号柱倒壊等 18 箇所、マンホール隆起 15 箇所等
国道は３月 25 日、県道は４月 14 日に復旧、その他市内各所は３月
18 日までに復旧
14 箇所で施設等に被害

鉄道

JR 常磐線、成田線とも運転見合わせ、成田線は３月 21 日に復旧

道路被害

災害から身を守るために
災害から身を守るためには、自助が重要です。最近は、予測できない規模の災害も多く発生し
ており、そのような災害から身を守るために、次の準備をして、災害に備えましょう。
 建物の倒壊、落下物による被害を防止するため耐震化、室内の安全対策を行う
 災害が発生した場合に自力で生き抜くための備蓄を行う
 地域の災害危険箇所、避難場所、避難経路、災害履歴などの知識を把握する
 災害発生時の安全かつ適切な行動を把握する
 自主防災組織の防災訓練など地域の防災活動（共助）に参加する

我孫子市市民安全課
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