令和２年１１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

立冬も過ぎ、朝晩は冷えてきました。夕焼けが
きれいです。木枯らしが吹き始めるのももうすぐ
でしょうね。
今ではマスクが顔になじむようになってきた
ように思います。風邪の季節を、予防でやり過ご
せるといいですね。空気も乾燥してきました。保
湿と火の元に気をつけましょう。
新木近隣センターだより２４８号は１２月１９日（土）に発行します。

第２２回新木ふれあいあわんとり
「あわんとり」は、お正月にご家庭で飾られた松飾りを持参いただいて
焚き上げて、無病息災を祈る、地域に永く伝わる伝統行事です。詳細は
次号でご案内しますが、今回はどんとやきのみの実施となります。残り
火でのお餅焼きや、振舞いなどは実施いたしません。
日 時：令和３年 1 月 1０日（日）11：30～14：00
会 場：新木小学校校庭

あなたも新木地区のまちづくりに一役買ってみませんか
新木近隣センター管理人募集
募集人員：１名
勤務時間：８：３０～１７：００
勤務日数：１か月に７日から８日程度
応募資格：新木地区在住 パソコンの基本操作ができる人（Word、Excel、メール送受信）
雇用期間：令和３年２月１日から、令和４年１月３１日（契約は１年更新、最長５年）
賃
金：昼間勤務者
９３０円（時給） 勤務場所：我孫子市新木１５００番地 新木近隣センター
勤務内容：センターの管理全般（含むパソコン操作）、部屋・備品・図書などの申込み受付け、
軽微な清掃・修理など、まち協運営関係事項
そ の 他：交通費、諸手当、一時金、有給休暇は無し。傷害保険は付保｡
応募方法：市販の履歴書に写真を添付し、令和３年１月１５日までに新木近隣センターに郵送または持参
採用日程：採用面接 令和３年１月１６日（土）午前１０時から センターA 会議室
採用通知 令和３年１月２０日（水）までに通知
受入れ研修・実務実習 令和３年２月１日（月）以降、有給で実施

萱刈りボランティアの募集
「あわんとり」に使用する萱刈りを実施し
ます。皆様方のお力を貸してください。
期 日：令和２年 12 月５日（土）
時 間：午前８時 30 分～10 時 30 分
場 所：利根川ゆうゆう公園現地集合

調理室は調理利用のみに限定します
令和３年２月１日より、衛生面を考慮し、調
理室は会議などへの利用はできません。

YouTube に、新木地区まちづくり協議
会のショート動画を掲載しています。
右のＱＲコードで閲覧ください。
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100 年に一度の『新木オリンピック』『天使の歌声』
～ 心のやわらかい今しかできないことがある ～
新木小学校

校長

横山

悦子

「うんどうかいドキドキしんぞうにげだしそう」
これは、第７回俳句コンクールで八重桜賞に輝いた「１年 中村希さん」の作品です。初め
ての運動会で開会宣言をしたり、リレーの選手で走ったりした時の気持ちを表現したそうです。
「しんぞうにげだしそう」の言葉で、希さんの緊張がここまで伝わってきます。
１０月１２日（月）、第４１回あらきっ子の運動会が開催されました。100 年に一度のパン
デミックを乗り越えたあらきっ子は、保護者の皆さま方に見守られながら、100 年に一度の
「運動会」を創り上げることができました。東京オリンピックは延期になりましたが、『新木オ
リンピック』が開催されたことを誇りに思います。
後日、保護者の皆さまから、お礼のメッセージがたくさん届きました。その中に、俳句のメッ
セージを見つけた時は跳びあがりました。「感性を磨く」を合言葉に、俳句を実施して３年、俳
句の活動が保護者の皆さまに浸透していることをうれしく思います。
「キレキレのダンス横目に娘撮る」「運動会終わりの言葉に涙する」
１１月１３日（金）に、音楽集会
が開催されました。今年度のスロ
ーガンは、
「照らし出せ 未知の未
来へ 歌声を」です。子ども達は、
「世界中の人々の幸せと、新型コ
ロナウイルス感染症が一日も早く
終息し、通常の学校生活が送れま
すように・・・」と願って歌いまし
た。
コロナ禍を笑顔で乗り越えてき
た『天使の歌声』は、とにかくすごいです。
「どうすごいかって・・・？」。うまく表現できません
が、歌声が心のひだにまで入り込み、心をしめつけ涙の粒を生み出します。きゅんきゅんして、
心にさわやかな青空が広がると、いつの間にか幸せな気持ちになっています。
運動会も音楽集会も、教職員の英知を結集し感染症対策をしっかりと講じながら挑戦してよか
ったと心から思っています。実施できたのは、ひとえに保護
者の皆さまのご理解とご協力の賜物と感謝しております。
『体験は全ての礎』、子ども達にとって、今年の一年は戻
ってきません。心のやわらかい今しかできないことがありま
す。本校では様々な行事において、中止にするのではなく、
どうしたら実施できるかを検討し進めております。
ただひとつ残念なことは、様々な行事を地域の皆さまにご
案内できないということです。期間限定ではありますが、運動会や音楽集会など学校行事の動画
を本校のホームページにて掲載しておりますので、是非ご覧ください。

「らくらく健康体操」皆さん元気よく運動しました
１１月５日今年度２回目が「ふらりえ新木野」にて、新型コロ
ナ対策として１０名限定、換気対策、マスク着用などをして、開
催されました。おなじみの山口江美講師の絶妙な指導で、皆さん
和気あいあいと太鼓やフープを使い、ゆっくりと無理なくそして
元気に運動しました。今回は市の広報を見た湖北在住の方も参加
して楽しんでいました。
次回は来年１月７日（木）です。高齢の方も頭と身
体を使い、楽しく無理なく運動できる「らくらく健康
体操」で、山口講師と皆さんに会いに来ませんか。
らくらく健康体操の QR コード
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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文化祭の QR コード

第 24 回 新木ふれあい文化祭が開催される
11 月 14 日・
15 日、新木近
隣センターに
て新木ふれあ
い文化祭が開
催されました。
展示部門では
258，460 本
新木小の俳句
ロビーコンサート
のつまようじ
アート、俳句、陶芸、絵手紙、生け花、おし花、折
紙、書道、絵画、手工芸、湖北地区社協活動状況等１６グループの参加がありました。フロアには
大作力作が揃い、どの作品からも情熱が溢れていました。芸能部門の発表はありませんでしたが、
ロビーには来場者が自由に弾けるピアノが設置され、小学生から年配の方まで幅広い世代の皆様
が演奏を楽しみ、温かなピアノのメロディーが響きました。2 日間合わせて２７２名の来場があ
り、誰もが文化・芸術などに親しめる文化祭となりました。

太巻き祭りずし「さざえ」をつくりました
１０月２５日近隣センター調理
室にて、川合美津子先生の講師で
祭りずしの講習会が開かれまし
た。新型コロナウイルスの影響で、
今期初めての料理講習でしたが、
９名の参加がありました。今回は
感染予防のため、試食はありませんでした。
皆さん一人ずつサザエを作りました。ご飯を広げて、海苔を山型に作るのが難しいようでした。
材料をセットして全部巻きあげて、最後に切った時、切口がきれいに表れると努力が報われます。
皆さんがサザエを作り終えた後、先生が菊の花を作って見せてくださいました。祭りずしは房
総の郷土料理で冠婚葬祭の時のごちそうでした。祭りずしを切ると、花や動物などの絵柄が表れ
るのが楽しみです。次回は１１月２９日に開催で、今年度の最終回です。

「子ども支援」をテーマに新木地域会議が開催されました
「安全・安心・住みよいまちづくり」を目指して、新木地
区の自治会、学校、施設などの意見交換の場である、地域会
議が、１０月２５日に４５名の参加で開催されました。今回
のテーマは「子ども支援」、初めに各学校から子ども達の教
育の現状報告がありました。「新木小学校（４５０名）湖北
中学校（４０２名）共に部活動も再開され、小学校では授業
後の「あびっこ」に参加するなどで、夕方帰宅も多い。特別
支援学校ではスクールバス利用が主で、いずれも休み日以外
は子供達を見かける機会が少ないと思います。地域の皆さん
により子供たちも学び成長していきますので、ぜひ声をかけ
てください。」また「多くの自治会では高齢化とともに「子ども会」が解散していますが、お祭り
やイベントなど子どもの参加を呼びかければ集まってくれるので、地域での地道な活動がつなが
りを深めていく。」
「挨拶運動も大切で、大人から声をかければ必ず返事が返ってきま
す。」
「静かで空気のきれいなこの地域、子供たちが大きくなってもずっと住んでもら
いたい。誇れる新木を創りたい」など多くの意見が出されました。
次回は令和３年２月２１日（日）に「新木防災」をテーマに開催予定です。
地域会議の QR コード
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我孫子市健康づくり支援課
電話 ０４－７１８５－１１２６
～自ら取り組むみんなで続ける健康づくり～

健康フェア２０２０は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、参加者、関係者の皆様の健
康・安全面を第一に考慮した結果、アビスタストリートでの展示開催とさせていただきました。
（11 月 9 日～15 日まで）
また、健康づくりに役立つ動画を我孫子市ホームページに掲載しています。みなさまの健康づく
りの一助として、ぜひご覧ください。

☆健康づくりに役立つ動画 一部紹介！☆

切り干し大根のソース焼きそば風

感染対策のき・ほ・ん

あびこ市民の歌健康体操 ロコモバージョン

（我孫子市健康づくり推進員）

（我孫子市健康づくり支援課）

（我孫子市リハビリテーション協会）

他にもたくさんの健康づく
り動画が掲載されていま
す。
下記の QR コードか
「健康フェア 2020」と検索
し、ご覧ください。

スポーツウエルネス吹矢の基本動作

活用しよう！かかりつけ薬剤師・薬局

（日本スポーツウエルネス吹矢協会

（我孫子市薬剤師会）

動画の QR コード

我孫子あすなろ支部）

１１月８日は「いい歯の日」です！
令和２年度 6024 歯科健康診査のご案内
【実施期間】令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日
【対象者】我孫子市に住民登録がある方で、実施期間中に２０歳以上の年齢に達する方（平成１３年
３月３１日以前に生まれた方）。
※現在治療中または定期検診を受けている方、妊娠中の方、介護保険の口腔機能向上サ
ービス該当者、千葉県後期高齢者歯科口腔健康診査を受けた方は対象となりません。
【費用】700 円 ※無料になる場合があります。
受診の際、受診券が必要です。詳しくは健康づくり支援課までお問合せください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

