令和２年３月 21 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

うららかな春です。が、新型ウイルスが気になりま
すね。学校もお休みになってしまいましたが、卒業生
の皆さん、おめでとうございます。桜の花が早く咲い
て、皆さんの前途を祝しています。
いろいろ不自由はありますが、デマに惑わされず、
手をしっかり洗って、体力をつけてがんばりましょう。
新木近隣センターだより２４４号は４月１８日（土）に発行します。

新木まちづくり協議会第２８回定期総会案内
日 時：4 月１９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。

新木ふれあい春まつり開催予告
日
内

時：５月１７日（日）１０時～１４時
容：子どもの遊び・フリーマーケット・似顔絵
スポーツ吹き矢・バルーンアート
バザー品募集：受付は 4 月 1 日（水）～5 月 10 日（日）
問合せ・受付：新木近隣センター 電話：7188-2010

フリーマーケット出店者募集
出店場所：近隣センター 駐車場
雨天時は多目的ホールです。狭くなります。
小間サイズ：間口３ｍ、奥行き５ｍ・管理費 500 円/店
申し込み：申込用紙に記載し、近隣センターに提出
受付期間：４月１日（水）～４月２２日（水）
説明会：４月２５日（土）１８時から 新木近隣センター
問合せ：新木近隣センター 電話：7188-2010

歌声喫茶ｉｎ新木
２月 15 日開催の歌声喫茶は、５０数名の参加で盛会裡
に終始しました。鳥谷部さんのお話と臨機応変の伴奏で
歌いましたが、津軽海峡・冬景色を歌うと、「みなさん
やっぱり演歌が好きなんですね」と好評でした。
次回は下記です。
日 時：４月２５日（土）１３時３０分～１５時３０分
会 場：多目的ホール
講 師：鳥谷部由美子さん、沼田信子さん
費 用：５００円（お茶、お菓子付き）
問合せ：新木近隣センター 電話：7188-2010

新木近隣センターは
3 月 31 日（火）まで
臨時休館です。
新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、臨時休館とします。
①予約済分は利用できます。
②4 月以降の予約は可能ですが、
状況によりご利用いただけない
場合があります。

シニア楽々健康体操
年間６回開催へ
「新木シニア楽々講座」は「新木
シニア楽々健康体操」と名前を変
え、山口江美講師の指導により、
「ふらりえ新木野」にて開催され
ます。スケジュールは 5/7（木）
、
6/30（火）、9/3（木）、11/5
（木）
、1/7（木）
、3/4（木）
いずれも午後１時３０分～３時
予定。
なお 3 月 28 日新木シニア楽々講
座は中止となりました。
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こんな時だからこそ「笑って乗り越えよう！」
新木小学校校長 横山 悦子
悪い夢を見ているみたいです。朝起きたら、騒ぎがなくなっているかと思うと、一向に収まる
気配はありません。それどころか、コロナウイルスは日々拡大するばかりです。
２月２７日（木）報道により、学校は、全国的に休校を余儀なくされました。我孫子市におい
ての休校期間は、３月３日（火）から２３日（月）までです。ただし、卒業式においては規模を
縮小して実施してよいことになりました。
休校中の現在、教室には、いつもあるはずの子ども達の声
は全くありません。子ども達がいない学校は、もはや魂のぬ
けがら。何をするというあてもなく、ただ建ちつくしていま
す。これは、学校が開設されて以来の大事件でしょう。
今こそ、教職員が知恵を結集し心をひとつにして、この試
練を乗り越えるときです。同時に、子ども達にも、今の状態
を絶好の機会と考えて生き抜くことで、自分をより成長させ
てほしいと願っています。人の健康を奪ってしまうかもしれ
ない「この試練」はない方がいいにきまっています。しかし、
現状をただ嘆いている時間はありません。
３月２日（月）
、休校に入る最後の日、６年生の書道隊が、
卒業式に向け『垂れ幕』のプレゼントをしてくれました。中
央には、『栄光の架け橋へと』と書かれています。担任の先
生方に内緒で、
「近隣センター」を借りて書き上げたと聞きました。突然の休校宣言で、どんなに
あわてたことでしょう。子ども達の熱き想いが伝わり、うれしくなりました。
誰もいない体育館には、卒業生の「生き方・夢・未来」が掲示されています。一人ひとりが、
未来に向かい、どう生き抜いていくかが、堂々とした書で表現されています。それぞれ違ってみ
んないい・・・。読み終えると、明るい未来が見えてきました。
「一斉休校」のアナウンスがあっ
た午後、決してあきらめることなく、書き上げました。尊い姿です。
世の中は、たいへんな騒ぎになっているけれど、あらきっ子の卒業生は、一点「未来」に向か
い明るく動き出しています。確かな足取りです。
子ども達が一生懸命なら、先生方も全力です。
「こんな時だからこそ、すばらしい卒業式にしましょう！」と呼びかけたら、さまざまなアイデ
ィアが集まってきました。新木小ならではの、世界にひとつの式ができると確信しています。
試練を乗り越えるために必要なのは、「笑顔」と「思いやり」です。こんな時だからこそ、笑
って乗り越えましょう。

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
つるし雛飾り
折り紙教室
バランスボール
座って出来る太極拳
ＣＤ歌声喫茶
健康体操
つるし雛飾り
折り紙教室
鳥谷部さんの歌声喫茶
コグニサイズ（認知症予防体操）

０７（火）
０９（木）
１１（土）
１４（火）
１６（木）
１８（土）
２１（火）
２３（木）
２５（土）
２８（火）
３０（木）

１３：３０～１５：００
１３：１５～１５：３０
１３：００～１６：００
１３：３０～１４：３０
１３：３０～１４：３０
１３：３０～１４：３０
１３：３０～１５：００
１３：１５～１５：３０
１３：００～１６：００
１３：１５～１４：４５
１３：３０～１４：３０

☆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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第 13 回新木「地域会議」開催
2 月 23 日 新木近隣センター多目的ホールにて、第 13
回新木「地域会議」が開催されました。自治会、学校、PTA、
市民活動団体、社会福祉協議会、市民活動支援課の皆様にご
出席いただき、「新木地区等子ども支援の現状把握について
（その 2）
」をテーマに、山崎事務局長が子どもの現状把握に
ついての事前アンケートの発表後、
「大人が子どもさんにでき
ること」、「子どもさんから大人にやってほしいこと」につい
て、約 40 名が４グループに分かれ活発な意見交換が行われ
ました。大人達から子ども達に挨拶する、声をかけることを
継続する。近隣センターに入りやすい環境にする。親子さん
達が気楽に集まれる場所を提供する。学校・まちづくり協議会・自治会のマッチングが必要等、
貴重な意見が続出しました。これからも子ども達と絆を深めながら、安全・安心・住みよいまち
づくりに向けて更に話し合いを続けてまいります。次回は６月 21 日（日）開催予定です。

ふれあいサロンへのお誘い
1 月 8 日の新木ふれあいサロンは 2 年生児童の参加で、あやと
り、けん玉、かるたなどの正月遊びで楽しみました。参加の皆さん
も孫やひ孫に囲まれたようで、若返えりました。４月以降の予定は
下記の通りです。
新木ふれあいサロン
会 場：新木近隣センター
水曜日開催

お茶代：100 円

時 間：１０時～１１時３０分

湖北ふれあいサロン
会 場：湖北地区公民館 お茶代：100 円
金曜日開催

時

間：１０時～１１時３０分

４月 ８日

なんでも相談室のはたらき

４月１０日

Y to K の春のコンサート

５月１３日

悪徳商法に騙されないために

５月１５日

バス旅行

６月２４日

新木小２年生との交流会

６月１９日

湖北小３年生との交流会

（七夕笹飾り）
７月 ８日

みんなで歌いましょう

連絡先 和田：７１０５－５１３２

（七夕笹飾り）
７月１７日

我孫子シニア・アンサンブル演奏会

連絡先 長谷川：７１８８－７０８０

「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の交流の場です。
仲間を作り楽しい子育てをしましょう。２月１３日は「ひ
な祭り」初参加の５名を含め、１４名のお子さんとお母さ
んが参加しました。顔出しひな人形パネル撮影会やひな祭
りの歌合唱で楽しいひと時を過ごしました。４月以降の予
定は下記の通りです
❤ ４月 ９日 みんなであそぼ（こいのぼり・カブト）
❤ ５月 14 日 親子でバランスボール（汗拭き・飲み物持参） ２月開催のひな祭りの様子
❤ ６月 11 日 みんなであそぼ（七夕）
❤ ７月 ９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）
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