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びょう ぶ

湖北台中学校 美術部 「寅」
と聞いて浮かぶのが
「一休さんと屏風の虎」
の話です。そこで、手賀沼のうなきちさんと虎が屏風から勢いよく飛び出してくる構図にし
ました。背景は正月らしく日本晴れ、手前にはおせち料理を配置しました。おせち料理の
「エビとアワビは不老長寿、だて巻きは学力向上、カズノコとイクラは
子孫繁栄、黒豆はまめまめしく働く、昆布巻きは喜ぶ」
など、市の施策とも一致しています。SDGsの今、残さず食べましょう！
謹んで新春のお喜びを申し上げます。

明けましておめでとうございます。

一昨年から長期にわたり、新型コロナウイルス感染症の

市民の皆様には輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し
上げます。

感染対策の徹底にご協力いただいている皆様に、心から
感謝を申し上げます。昨年は、医師会をはじめ医療従事

新型コロナウイルス感染症が世界的にいまだ猛威を振るう

者の皆様のご協力により、国・県平均よりも高い接種率で

中、一昨年から中止が相次いでいたイベントなどが今年は多

ワクチンの2回接種を進めることができました。3回目接種

く開催できることを大いに期待しております。
昨年12月議会で「我孫子市議会基本条例」の一部改正の

も、引き続き医療機関と連携し、国からの供給量に合わせ
て速やかに実施していきます。
変異株の出現により新型コロナウイルス感染症はいまだ
終息が見通せない状況ですが、感染対策を行いながらイベ

発議案が提出され、全会一致で可決しました。今後も持続

市長
ほ し

の

星野

じゅん い ち ろ う

順一郎

可能な自立した都市として発展していくため、私たち議員一
人一人がWithコロナ時代の変化に対応し、市長・執行部と

議長
か

い

甲斐

と し み つ

俊光

ントを再開するなど、全ての世代に改めて市の魅力を実感

健全な緊張関係を保ちながら真摯な意見交換をし、我孫子市にとって最良の

していただけるよう、今年も全力でまちづくりに取り組んでまいります。

意思決定を迅速にしていく必要があります。

4月には、新たな幹線道路「手賀沼公園・久寺家線」が開通します。また、

また、令和4年度からの新たな基本構想のキャッチフレーズが「未来につなぐ

我孫子駅構内のエレベーター工事や新クリーンセンター建設など、暮らし

心やすらぐ水辺のまち 我・孫・子」となりました。今後、それを実現させるた

を支えるインフラ整備を着実に進めていきます。子育て支援では、湖北台

めの計画内容を、議会として、しっかりと審議してまいります。

保育園と子育て支援施設の複合施設が7月に完成し、子育ての新たな拠点が

今後も市民の安全・安心を第一に、信頼される議会を目指し、議員の活動

誕生します。さらに、手賀沼公園オープンカフェの整備などを進め、水辺

が見える運営を行ってまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上

空間の魅力向上に取り組みます。

げます。

皆様が我孫子市民であることを誇れるまちづくりを目指してまいりますので、
一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、新年のごあいさつといたします。

令和4年が市民の皆様にとって昨年以上に幸多き素晴らしい年となりますよ
う、心からお祈り申し上げます。

【あけましておめでとうございます！】 1面のデザインは、市内小・中学校から募集し、応募があった10校45作品の中から決定しました。応募作品は市ホームペー
ジに掲載していますので、ぜひご覧ください。10面には、過去の1面作品を掲載しています。
秘書広報課広報室☎7185－1269
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我孫子市議会
議長・副議長が決定

カード交付は要予約、定員になり次第締め切り

マイナンバー業務の休日開庁

12月6日の市議会本会議で、議長に甲斐
俊光氏が当選しました。
また、7日の本会議で、副議長に海津に
いな氏が再選しました。
議会事務局・内線242

令和3年度

議長
副議長
甲斐俊光氏
（49歳） 海津にいな氏
（68歳）

我孫子市防災協会

防火ポスター展 受賞者決定
市内小・中学校から180作品の応募がありまし
た。特別賞を受賞した皆さんを紹介します。最優
秀賞は防火ポスターとして市内の公共施設・事業
所などに掲示します。
最優秀賞 我孫子市防災協会会長賞

優秀賞

坂場智成さん（並木小学校3年）

我孫子市消防長賞

坂場康弘さん（並木小学校5年）

我孫子市消防団長賞

金森清遥さん（湖北小学校4年）

我孫子市女性防火クラブ会長賞

城野來海さん（我孫子中学校2年）

アビイクオーレ賞

増田奏海さん（湖北小学校1年）

予約 ①前日までに市民課☎7185－4326（平日午前9時～午後
5時）②3開庁日前までにインターネット予約サイト（QRコード参
照）※②は交付通知書（はがき）上部に「インターネットまたは電話
で予約可」と記載されている方のみ
日時 右表参照
開庁日時
予約開始日時
1月15日㈯9時～15時
受付中
場所 市民課（市役所本庁舎1階）
2月19日㈯9時～15時
2月2日㈬9時～
内容 マイナンバーカードの申請
2月27日㈰9時～15時
2月9日㈬9時～
（予約不要）
・交付（要予約）
、電子
証明書の更新（予約不要）
申請時の持ち物 通知カード（申請時に回収）
、住民基本台帳カード（お持ちの
方）
、本人確認書類2点※有効期限内で記載事項が最新のもの
◎本人確認書類 運転免許証・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に交付し
たもの）
・旅券・障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証・介
護保険証・年金手帳・学生証・子ども医療費助成受給券・預金通帳など
※15歳未満の方が申請する場合、必要書類が異なります。また、本人と法定
代理人の来庁が必要です。
※代理人によるマイナンバーカードの受け取りは、本人が来庁困難なことを証
する書類（診断書・障害者手帳など）が必要です。
市民課・内線693

4部制で開催

千葉県危険物安全協会連合会会長賞 松本夏鈴さん（我孫子第一小学校5年）
千葉県消防設備協会会長賞
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令和4年成人式

唐澤穂澄さん（新木小学校6年）

日時

我孫子市防災協会事務局（消防本部予防課）☎7181－7702

消防出初式

1月9日㈰※各回30分前開場

部
第1部

時間
10時30分～11時

第2部

12時～12時30分

第3部
第4部

13時45分～14時15分
15時15分～15時45分

学校区分
我孫子中学校区在住の方
湖北中・湖北台中学校区在住の方
我孫子特別支援学校卒業の方
久寺家中・布佐中学校区在住の方
白山中学校区在住の方

場所 けやきプラザホール
対象 平成13年4月2日～14年4月1日生まれの方
持ち物 入場者カード（案内状に同封）
※会場には車いす専用スペース・優先席（介助者1人まで
同席可）を設置、福祉的対応のためこども発達センターの
職員を配置、舞台上での手話通訳あり
※案内状・記念品は12月1日時点で市内在住の方および事
前申し込みをした市外在住の方に発送しました。届いていない場合はご連絡く
ださい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、出
席者を消防職員・消防団員・女性防火クラブ
員・恵愛こども園幼年消防クラブ・湖北中学校
吹奏楽部・一部来賓の方に限定し、放水式を行
わないなど規模を縮小して開催します。一般の
方は入場できません。
日時 1月8日㈯午前9時30分～
場所 市民体育館
消防本部総務課☎7181－7700

教育委員会生涯学習課☎7182－0511

詳しくは市ホームページをご覧ください

東日本ガス株式会社が幼年消防クラブ用
法被・まといを寄贈

住まいに関する制度
若い世代の住宅取得補助金

幼年消防クラブの火災予防啓発活動への使用を目
的に、東日本ガス㈱から法被とまといが寄贈されま
した。
1月8日㈯の消防出初式でお披露目し、その後、各
イベントで活用します。

対象 40歳未満（既婚の場合は夫婦どちらかで可）で住宅取得日から1年以内の
①市内東側で取得した方②取得者または配偶者が市外から転入した方
補助額 ①10万円②5万円（最大15万円）

住宅リフォーム補助金
対象 居住する個人住宅（所有権登記済み）のリフォーム工事（20万円以上）を
市内登録事業者などで行い定住する方※契約締結前（施工前）に要申請
補助額 対象工事費用の5～20％
（最大10万～40万円）
※子育て世帯・単身者世帯は上限を10万円増額
※住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型の金利優遇あり
1月31日㈪まで

消防本部予防課☎7181－7702

し ん

ぽ

新保家が河村蜻山の作品6点などを寄贈
我 孫 子 で 作 陶した 陶
芸家・河村蜻山の作品6
点と書籍が寄贈されまし
た。新保家のご家族が、
国際的ジャーナリスト・
杉村楚人冠主宰の俳句
結社「湖畔吟社」の同人
で、同会に蜻山も参加していたため、蜻山の作品を長年大切に保管 ▲置物（鳩）
していました。今回、
「我孫子の文化を高めた河村蜻山をより多くの人に知って
ほしい」との思いでご寄贈いただきました。
作品は杉村楚人冠記念館などの企画展で展示します。
教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1583

シンプルなマークで記事の情報を伝えます。

液状化対策工事補助金
対象 東日本大震災で液状化被害を受けた建物の土地に液状化対策工事を行
い、住宅などを建築する方※条件あり
補助額 対象工事費用の50％
（最大50万円）

空き家バンク、マイホーム借上げ制度
◎空き家バンク…市内の空き家などを有効活用するため、貸したい・売りたい
空き家などの物件を登録し、利用したい方と結びつける制度です。
◎マイホーム借上げ制度…（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）が運営する公的
な賃貸制度で、住まなくなった自宅を機構が借り上げ、入居者のいない空室時
でも毎月賃料を支払います。
〈共通〉
建築住宅課・内線601※マイホーム借上げ制度はJTI☎03－5211
－0757

…お知らせ

…イベント

…講演・講座・教室

…募集

お知らせ
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株式会社ジェイコム千葉 東関東局、我孫子市商工会、我孫子市

市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量

3者による「情報発信連携協力に関する協定」を締結

市では「我孫子市地球温暖化対策実行計画（あびこエコ・プロジェクト）
」を
策定し、地球温暖化防止に取り組んでいます。第四次計画（あびこエコ・プロ
ジェクト4）の目標は、市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を、令和2年度
までに平成26年度比で4％削減することです。
令和2年度は、基準年である平成26年度から3.5%増加しました。要因は、新
型コロナウイルス感染症の感染対策による換気の影響で都市ガス使用量が増加
したことや、ごみ焼却に伴う温室効果ガス排出量が増加したことです。
温室効果ガス総排出量は、ごみの焼却によるものが全体の約7割を占めていま
す。ごみの減量や分別の徹底などにご協力をお願いします。
令和3年度からは第五次計画（あびこエコ・プロジェクト5）を開始し、温室
効果ガス排出量を、令和7年度までに平成30年度比で9％削減することを目標
に取り組んでいます。
温室効果ガス排出状況（二酸化炭素換算）
温室効果ガス総排出量

3

具体的な削減項目の排出量
施設・公用車使用

電気使用

ごみの焼却

平成26年度
（基準年度）

26,794トン

1,719トン

7,274トン

17,800トン

令和2年度実績

27,728トン

2,253トン

6,925トン

18,549トン

増減
（平成26年度比）

＋3.5％

＋31.1％

－4.8％

＋4.2％

令和2年度
目標排出量

25,720トン

1,651トン

6,983トン

17,090トン

市と㈱ジェイコム千葉、商工会は、3
者が相互に連携を図り、観光・商業・イ
ベント・行政サービスなど、まちの魅力
の情報発信・広報活動を推進することを
目的に協定を締結しました。
自治体、㈱ジェイコム千葉、商工会で
情報発信連携協力に関する協定を締結す
るのは、県内では初の取り組みです。市の活性化のため、迅速できめ細かな情
報交換を行い、情報発信の強化を図ります。
◎新番組「LIVEニュース」 毎週木曜日は我孫子市から生中継！
J:COMチャンネル（地デジ11チャンネル）で、月～金曜日に「LIVEニュース」
を放送中です。1月13日㈭から、毎週木曜日に我孫子市内の各地から生中継で
お送りします。
放送時間 ①午前11時～11時30分（再放送は午後2時～）②午後5時～5時30
分（再放送は8時30分～、11時～）
※無料アプリ「ど・ろーかる」でも視聴可
秘書広報課広報室☎7185－1269

移動スーパー

年始は1月4日㈫から巡回

1月3日㈪まで休止し、4日㈫から通常どおり巡回します。巡回
場所・巡回スケジュールなど詳しくは市ホームページ（QRコード
参照）をご覧ください。

手賀沼課☎7185－1484

高齢者支援課・内線396、フードスクエアカスミ我孫子寿店
☎7179－6511

市内で頑張る女性を応援！

女性起業支援フォーラム
日時 2月5日㈯午後1時30分～3時30分
場所 我孫子南近隣センターホール
内容 先輩起業家の講演「起業までのストーリー」
「店舗＆オ
ンライン販売」
、市の創業支援メニューの案内、交流会
講師 横内満里奈さん（Organic Sweets M&M代表）
対象 市内で起業予定の女性、市内の女性事業者、市内在勤
の女性※市外在住者も可
▲横内満里奈さん
定員 先着20人
費用 無料
・
2月3日㈭（必着）までに申込書（企業立地推進課で配布。
市ホームページ〈QRコード参照〉からダウンロード可）を郵送・フ
ァクス・Eメール。〒270－1192市役所企業立地推進課（住所省略可）☎7185
－2214 7185－2215 sougyou@city.abiko.chiba.jp

1 月 市民相談・県民相談
弁護士
来所
法律相談
電話

行政相談

行政書士
電話
相談

市
民
相
談 司法書士
法律相談 電話

年金・労働・
成年後見相談
税務相談

電話

消費生活相談

13日㈭、18日㈫、20日㈭、25日㈫、
27日 ㈭9時30分 ～15時30分（ 予 約
は5日 ㈬8時30分 ～） 市 民 相 談 室
（本庁舎2階） 秘書広報課☎7185－
1714
26日 ㈬10時 ～12時 市 民 相 談 室
（本庁舎2階） 秘書広報課☎7185－
1714
19日㈬13時～16時（予約は平日10
時～15時）
〈新型コロナウイルス感
染症関連の補助金、相続・遺言手続
きなど〉 我孫子地区行政書士相談
事務局・山崎☎070－6482－5135
11日㈫10時～15時（予約は5日㈬～
7日㈮13時～16時） 千葉司法書士
会柏支部☎080－5901－3236
12日 ㈬ 13時 ～17時 市 民 相 談 室
（本庁舎2階） 千葉社会保険労務士
会東葛支部☎047－345－9992（9
時～15時）

子どものいじめとSNS
日時 2月9日㈬午後6時～8時（5時開場）
場所 アミュゼ柏ホール
内容 ◎第1部…講演会「STOP ! SNSによる子どものいじ
め～最新事例と子どもの心に寄り添った対応とは～」
、講
師…安川雅史さん（全国ICTカウンセラー協会代表理事）
◎第2部…東葛6市長による意見交換会
定員 190人※状況に応じて増員の場合あり
▲安川雅史さん
費用 無料
・
1月26日㈬（必着）までに住所、氏名、年齢、電話番号、要約筆記・手
話通訳の希望を明記し郵送・ファクス。〒277－0081柏市富里1の1の1M&R
ビル3階NPO法人人権ネットワークPEaCE21☎7166－2625 7165－0723

※ は予約制です。
来所
人権相談
電話

生活相談

健康相談
市
民
相 心の相談
談
子ども総合相談

ひとり親相談

21日 ㈮ 10時 ～15時
（ 予 約 は17日 ㈪
8時30分～） 収税課☎7185－1349
月～金曜日、第2・4土曜日（祝日を
除く）
10時 ～17時30分 消 費 生 活
センター☎7185－0999

第9回千葉県東葛地区人権サミット

DV 相談
（男性可）

27日㈭10時～15時 相談室（西別
館2階） 社会福祉課・内線432
月 ～ 金 曜 日8時30分 ～17時15分
み ん な の 人 権110番 ☎0570－003
－110
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 社会福祉課（西別館2階）
・
内線394
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 保健センター 健康づくり
支援課☎7185－1126
19日㈬13時30分～（予約は18日㈫
まで） 相談室（西別館2階） 障害福
祉支援課・内線421
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 子ども相談課（西別館1階）
☎7185－1821
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 〈離婚・養育費・面会交流
など〉 子ども支援課（西別館2階）
・
内線849
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 社会福祉課内配偶者暴力
相 談 支 援 セ ン タ ー（ 西 別 館2階 ）☎
7185－1113

結婚相談
市 （ 優先）
民
相
談
地域職業相談
介護と
こころの相談

すまいの相談

県
民
相
談

福祉用具相談
来所
児童相談
電話
来所
交通事故
相談

来所
電話

木曜日 10時～17時 第1・3土曜日、
第2・4日曜日 10時～19時 我孫子
市結婚相談所 あび♡こい♡ハート☎
7184－8100
月～金曜日（祝日を除く）9時30分
～17時 地域職業相談室（サンビー
ンズビル6階）
☎7165－2786
火 ～ 日 曜 日 10時 ～16時 福 祉 ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886
金曜日 10時～16時（随時） 水・木
曜日10時～12時（要予約） 福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ6階）☎
7165－2886
火 ～ 日 曜 日 10時 ～16時 福 祉 ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886
月～金曜日（祝日を除く）9時～17
時 柏児童相談所☎7131－7175
月～金曜日（祝日を除く）9時～17
時 柏児童相談所☎7134－4152
11日㈫10時～15時（巡回相談。先
着4組。予約は6日㈭まで） 市民安
全課（本庁舎地階）
・内線485
月～金曜日（祝日を除く）9時～12
時、13時～16時30分 交通事故相
談所☎047－368－8000

〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホン案内（放送内容の確認）☎0120－031676 次の放送がされた場合は、
情報が入れ替わります。
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オンラインで開催

標本から鳥の翼の換羽を調べる
先島諸島産のキンバトの調査
日時 1月15日㈯午後1時30分～2時15分
内容 鳥類標本を使う調査の中から換羽の
調査についてお話しします。多くの鳥の羽
は1年に最低1回生えかわりますが、生態な
どと関連してさまざまな生えかわりの方式
があります。今回はキンバトの剥製標本を
使って調査した結果をお話しします。
講師 平岡考さん（山階鳥類研究所広報コミ
ュニケーションディレクター）
▲キンバトの雄（撮
影：仲地邦博さん）
費用 無料
視聴方法 鳥の博物館ホームぺージ（QRコード参照）に掲載
のリンクから動画サイトで配信

わ た な べ

1月5日㈬～13日㈭に手賀沼課☎7185－1484

環境レンジャー・我孫子野鳥を守る会

ネイチャーイン
「手賀沼船上冬鳥観察会」
日時 1月23日㈰午前10時～11時（受付9時30分
～）※雨天・強風時中止
場所 手賀沼公園内「ボートセンター小池」前集合
内容 たくさんの水鳥が集まる手賀沼の冬は、野
鳥観察のベストシーズンです。船上では陸からの
探鳥と全く違う景色が満喫できます。
定員 先着30人
▲撮影：野口隆也さん
（我孫子野鳥
費用 無料
を守る会）
持ち物 防寒具、双眼鏡（お持ちの方）
・
1月5日㈬～20日㈭に手賀沼課☎7185－1484

ち

と

せ

千寿ちゃん

（東我孫子・1 歳 4 カ月）

（台田・1 歳 4 カ月）

いつも元気なあおくん！これ
からもその元気で家族を明る
くしてね♪

よく食べ、よく笑うちとちゃ
ん。これからもすくすくと元
気に育ってね！大好きだよ♡

四季折々の美しい風景をうたう「あびこ市民の歌」

遊覧船で手賀沼について学ぼう！

・

む ら

木村

イベントなどでご活用ください！

クリーン手賀沼推進協議会
手賀沼の歴史と現状、周辺で見られる生き物
についてガイドします。
日時 1月15日㈯①午前10時30分～11時30分
②午後1時30分～2時30分※雨天・強風時中止
場所 手賀沼公園内「湖上園」前集合
定員 30人※小学生以下は保護者同伴
費用 無料

き

あ お

渡邉 碧ちゃん

「あびこ市民の歌」は、昭和55年7月の市制施行
10周年を記念して制作が始まりました。歌詞を募集
し、我孫子をイメージできる「紅いつつじの花の波」
から始まる市民の方の作品が選ばれました。作曲は
シンガーソングライターの小椋佳さんに依頼し、我
孫子の四季をうたった「あびこ市民の歌」が完成し
ました。令和2年には市制施行50周年を記念し、小椋さん
により新たにアレンジされた「市制施行50周年記念 あびこ
市民の歌」を制作しました。
イベントなどでの活用や、我孫子の美しい四季を思い浮
かべながら市内を散策してみてはいかがでしょうか。
◎ジャケット付きCDを配布 空の音楽用CD-RまたはCD
-RWを秘書広報課広報室にお持ちいただくと、市制施行50周年記念ジャケッ
ト付きCDと交換できます。
◎市ホームページでも公開 楽曲は市ホームページ（QRコード参
照）でも公開しています。※ダウンロード可
秘書広報課広報室（市役所本庁舎2階）☎7185－1269

1月

〈対象〉市内在住の
乳幼児と保護者、
妊娠中の方
あびこで
子育て

我孫子野鳥を守る会50周年記念
い

がしら

井頭公園市民探鳥会
日時 2月5日㈯午前8時～午後6時※小雨実施
場所 井頭公園（栃木県真岡市）※我孫子駅北口
集合、バスで移動
内容 双眼鏡やスコープで野鳥を観察します。
野鳥缶バッジと野鳥カードをプレゼント！
対象 小学生以上の方※小学生は保護者同伴
定員 先着35人
費用 2,000円（高校生以下1,000円）
持ち物 昼食（途中購入可）
、防寒具、双眼鏡（お持ちの方）
1月5日㈬午前9時～我孫子野鳥を守る会ホームぺージ（QRコ
ード参照）
我孫子野鳥を守る会☎090－5069－5055

新しい年をお祝いしよう！

新春ふるまい
日時 1月10日㈷午前10時～
内容 獅子舞（あびこふるさと会）※終了後に
手賀沼のうなきちさんどら焼きを配布（無く
なり次第終了）
費用 無料
アビシルベ☎7100－0014
場所・

保育園・幼稚園などの地域子育て支援
マイ保育園ひろば 保育園の行事に参加したり、子育ての悩みや不安を相
談しよう！※各園に要登録（随時）
お正月あそび

12日㈬10時～11時
19日㈬10時～11時

寿保育園
つくし野保育園

園庭開放 園庭で一緒にいろいろな経験をしよう！※雨天中止
保育課・内線459
（平日午前8時30分～午後5時）

子育て支援センターの地域子育て支援
①にこにこ広場（アビイクオーレ2階）
☎7185－8882
（㈪～㈯）
②すまいる広場（湖北台保育園内）☎7185－2196（㈪～㈮）、7188－5531（㈯のみ）
③かわむらんど
（川村学園女子大学付属保育園内）
☎7183－5995
（㈪～㈮）
8日㈯10時30分～11時30分
「みんなで一緒に遊ぼう！」
※要申込（先着10組）
ふたごちゃん・
19日㈬10時30分～11時30分「ふたご以上の乳幼児・
①
みつごちゃんの会 保護者・妊娠中の方の交流会」※要申込
22日㈯10時30分～11時30分「雪遊びごっこ」
パパとあそぼう
※要申込（先着10組）
すまいる
15・29日㈯11時～12時「凧を作ってあそぼう」
②
※要申込（先着6組） 費用 200円
パパタイム
ふたごちゃん・
毎週火曜日10時～11時「ふたご以上の乳幼児・保護者・
みつごちゃんタイム 妊娠中の方の交流会」
③
毎週金曜日10時～11時「乳幼児と成長や発達でお困り
おひさまタイム
の保護者の交流会」
家族であそぼう

た

こ

子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは子育て支援センター☎7185－1915へ

●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043－242－9939
（毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談）●救急安心電話相談：☎♯7009または☎03－6735－8305
（平日・
土曜日18時～23時、日曜日・祝日・年末年始9時～23時。看護師による電話相談）
●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、小児科○受付時間…9時～
11時30分、13時～16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187－7020
（診療時間内）
※休日…日曜日・祝日・年末年始
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3月31日㈭までに申請してください

ン

特定疾病療養者援助金

JAPAN RUGBY LEAGUE ONE
NEC グリーンロケッツ東葛を応援しよう

対象 令和4年1月1日時点で、
「特定医療費
（指定難病）受給者証」
「千葉県小児慢
性特定疾病医療受給者証」
「特定疾患医療受給者証」のいずれかの適応を受け、
階層区分が「低Ⅰ」または「低Ⅱ」で、市内在住かつ市の住民基本台帳に登録され
ている方 ※令和2年度の受給者には申請書を発送済み
支給額 対象年度につき1回24,000円
3月31日㈭（必着）までに申請書（健康づくり支援課で配布。市
申請方法・
ホームページからダウンロード可）
、受給者証（有効期間に令和4年1月1日を含
むもの）の写しを郵送・持参。〒270－1132湖北台1の12の16健康づくり支
援課（保健センター）☎7185－1126

NEC我 孫 子 事 業 場 の グラウンド で 活 動 している
「NECグリ ー ンロケ ッ ツ 」 は、 新 リ ー グ「JAPAN
RUGBY LEAGUE ONE」発足に合わせて、東葛地区
（我孫子・柏・松戸・流山・野田・鎌ケ谷・印西・白
井市）をホストタウンとし、チーム名が「NECグリー
ンロケッツ東葛」となりました。

開幕戦 1月8日㈯午後3時30分キックオフ
NECグリーンロケッツ東葛×横浜キヤノンイーグルス
身体障害者補助犬法の啓発マーク

場所 柏の葉公園総合競技場
定員 2万人※料金はチケット販売サイトでご確認ください。

ほじょ犬マーク

プレイガイド「Ticket RUGBY」または「チケットぴあ」

「ほじょ犬マーク」は身体障害者補助犬法（盲導犬・介
助犬・聴導犬）の啓発マークです。公共施設や交通機関は
もちろん、スーパーやレストラン、ホテルなどの民間施
設は、身体障害のある方が補助犬を同伴することを受け
入れる義務があり、補助犬の同伴を理由にサービスの提
供を拒むことは差別に当たります。
補助犬を同伴していても援助が必要な場合があるの
で、困っていたら積極的にお声掛けください。
障害福祉支援課・内線384

市内在住！子どもたちに大人気 !!
た き ざ わ

すなお

瀧澤 直主将（ポジション：プロップ）
いつもご声援をいただきありがとうございます。
いよいよLEAGUE ONEが 開 幕します。チームも
「NECグリーンロケッツ東葛」として新しい一歩を
踏み出します。
勝利の瞬間を皆さんと一緒に共有したいと思い
ますので、ぜひ会場にお越しください！
応援よろしくお願いします。

診 と 健康 教室
1 月 各 種健 診と
◎乳幼児の各種健診・相談・教室

市民活動支援課☎7185－1467

は予約制です。

健康づくり支援課（保健センター）☎7185－1126
項目

ま っ しょう

しあわせ
ママパパ学級

骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）に
助成金を交付
白血病など血液の重い病気と診断された方のうち、骨髄移植でしか治療が望
めない方は年間1,700人以上います。ドナー登録者は53万人以上いますが、
非血縁者と患者の白血球の型の適合率は数百～数万分の1で、適合して実際に
移植を受けられる割合は6割程度です。
市では、ドナー登録者の増加とより多くの移植を実現するため、骨髄などの
提供者に助成金を交付しています。
対象 次の全てに該当する方①提供日に市内に居住し住民基本台帳に登録され
ている②（公財）日本骨髄バンクの事業で骨髄・末梢血幹細胞を提供し、証明す
る書類の交付を受けた③市民税・固定資産税・都市計画税を滞納していない④
他の地方公共団体から助成金に相当する補助金などの交付を受けていない
助成額 提供のための通院・入院1日につき2万円（上限7日間）
・

▲ほじょ犬マーク

育児相談
（乳幼児の育児）
4カ月児相談

日程

対象・内容など

8・15・ 妊 娠20週 以 降 の 妊 婦
22日㈯ とその夫、ご家族の方
26日㈬ 保健センター
7・14日㈮ 令和3年8月生まれ

13・20 令和2年5月19日～
1歳6カ月児健康診査
日㈭
7月9日生まれ
2歳8カ月児歯科健診 27日㈭ 令和元年5月生まれ
3歳児健康診査
5歳児歯科健診

平成30年6月2日～
6月24日生まれ
平成28年12月16日～
27日㈭
平成29年1月18日生まれ

6日㈭

離乳食教室
（4～6カ月児向け）

28日㈮

乳児の保護者、
先着30人

後期離乳食教室
（8～9カ月児向け）

5日㈬

令和3年4月生まれ、
先着20人

食事・栄養相談

随時

全年齢対象・電話相談可

問い合わせ先を
ご確認ください。

◎心の健康に関する教室
場所 保健センター3階
障害福祉支援課・内線421
教室名

日時
7日㈮
アルコール教室
14時30分～16時
17日㈪
心の健康クラブ
14時～16時

◎ 遊具うんどう教室
時間 午前10時～11時※雨天中止
高齢者支援課☎7185－1112
開催日
場所
12日㈬ 布佐南公園
18日㈫ 湖北台中央公園
21日㈮ 天王台西公園

社会福祉課・内線649
広告

広告掲載枠

広告掲載枠

広告掲載枠

会社やお店のPRにご活用ください

会社やお店のPRにご活用ください

会社やお店のPRにご活用ください

規格 縦11.5㎝×横8㎝
掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

規格 縦11.5㎝×横8㎝
掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

規格 縦11.5㎝×横8㎝
掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

●休日・夜間に病気になったら：○消防署（☎7184－0119）
に電話をしてください。休日・夜間救急病院、小児救急病院をご案内します。案内された病院に行く場合は、症状
やけがの状態を病院に直接電話してから受診してください。※JAとりで総合医療センターにおける23時から翌朝8時30分までの小児救急は基本的に重症患者に限定されます。
※緊急の場合は迷わず
「☎119」
へ電話をしてください。※休日や深夜などの診察料は、割高になります。休日は日曜日、祝日、年末年始

新春座談会
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まちづくり協議会がつ
まちづくり協議会（以下、まち協）は、地域で活動する自治会・町内会、サークル、
各地区の近隣センターを管理・運営し、地域のつながりをつくるイベントなどを開
現在は、新型コロナウイルス感染症の影響で活動制限がある中、感染対策の徹底や
今回は市内のまちづくり協議会（根戸地区を除く9地区）の会長に話を伺いました。

こもれびまちづくり協議会
き

久寺家地区まちづくり協議会

の かつとし

木野勝敏会長

新木地区まちづくり協議会

ふじわらまさ み

藤原政美会長

新型コロナウイルス感染症の影響で、さまざまなイベントなどが

中止となりました。まち協の活動にはどのような影響がありましたか。

我孫子南まちづくり協議会

ま つ し ま ただし

松田謙一郎会長

新型コロナウイルス感染症の影響
星野市長

ふさの風まちづくり協議会

まつ だ けんいちろう

たかはしこう じ

松島 紀 会長

高橋香司会長

藤原政美さん（久寺家地区まち協） 夏祭りや収穫祭、夏休みの子どもの宿題
教室も中止しました。秋以降、少しずつ動き始めたところです。

地域に合った特色あるコミュニティーづくり
我孫子市は東西に長く、各地域で歴史や伝統文化が異なります。

小倉宏也さん（湖北台地区まち協） 令和2年はイベントを全て中止にしまし

星野市長

たが、令和3年は感染対策を行い音楽や映画鑑賞を実施し、参加者はとても

皆さんも地域の特色などを大切に活動していると思いますが、いかがですか。

喜んでいました。近隣センターは地

松田さん

域に密着していると感じました。

を境に新しい街並みと古い街並みがあります。ま

松 田 謙 一 郎 さん（ 新 木 地 区 まち 協 ）

ち協委員も高齢化していますが、南新木に住む若

参加者が声を出して歌えないので、

い世代の参加が増え、ホームページに動画を掲載

みんなで歌う「歌声喫茶」を「歌声コ

することができました。毎年1月には新木小学校

ンサート」に変更して開催しました。

で「新木ふれあいあわんとり」があり、萱はボラ

予想以上に参加者が多く、一部の方

ンティアやPTAの方の協力を得て、利根川河川敷

には会場の外で聞いてもらいました。 ▲座談会の様子

からトラックで4～5杯運んで来ます。

皆さん活動再開を心待ちにしていたようです。

木野さん

木野勝敏さん（こもれびまち協） 人数制限をした中で2年ぶりに「こもれびコ

倶楽部の隣にあり、ヒマラヤスギなど大きな樹木

▲こもれびコンサート

新木地区は戸建てが多く、国道356号

カヤ

近隣センターこもれびは我孫子ゴルフ

ンサート」を開催したところ、皆さ

に囲まれた自然豊かな場所にあるのが特徴です。 ▲新木ふれあいあわんとり

んとても喜んでいました。

また、管理人がまち協委員を兼務し、イベントの企画や運営などに参加して

塩畑博子さん（天王台北地区まち協）

います。近隣センターの運営には人間性や協調性を大切にしています。

イベント内容の変更などで参加者は

松島さん

少なかったですが、参加者を見て、

きを大切にし、竹内神社例大祭や新緑まつりなどに協力しています。高齢化

改めて地域の皆さんが集まる近隣セ

が進む地域ですが、昨年、久しぶり

ンターは大切だと思いました。

に40 代 の 方 がまち 協 に 加 わりまし

山 本 英 雄 さん（ 布 佐 南 地 区 まち 協 ）

た。インターネットの活用など、新

布佐地区には約1万人が住んでいます。まち協では人との結び付

「布佐文化祭」を中止にしたところ、出展していた方やコーラスの方から、生

しい分野で若い世代の知恵を生かし
て運営していきたいです。また、近

きがいの一つだったので発表する場がなくなり寂しいという声がありました。
星野市長

隣センターを地域の方の憩いの場に

活動ができない影響もありましたが、コミュニティーづくりの大

したいです。

切さを改めて実感する機会にもなりましたね。
松島紀さん（ふさの風まち協） 地域の皆さんは近隣センターでのイベントを

▲竹内神社例大祭

高橋さん

我孫子南近隣センターは、

けやきプラザの8・9階にあります。

楽しみにしています。もっと地域にとって有意義なイベントにしていきたい
です。

手賀沼が見える立地を生かし、夜のジャズコンサートや子どもがジャズを聴

高橋香司さん（我孫子南まち協）「サマーフェスティバル」は中止しました

ける活動などをしたいです。通年開催しているパソコン教室が好評で、若い

が、絵画・書道の展示や舞台などを

方も多く参加しています。まち協の役員も高齢化しているので、若い方がい

行う「南まち協フェスティバル」は開

る団体などにも声を掛けたいと思います。

催しました。

星野市長

平井保彦さん（我孫子北まち協） 対

あります。ぜひ、若い世代にもコミュニティーづくりに積極的に関わってほ

面会議をオンライン会議に切り替え

しいですね。

たり、近隣センターの利用者アンケ

藤原さん

ートをインターネットで回答できる

いる方の割合が7：3くらいで、生活環境や関心事の異なる方が一緒に活動し

ように工夫して活動しました。

▲南まち協フェスティバル

さまざまな団体で高齢化が進んでいますが、若い方がいる団体も

久寺家地区は、住宅開発時に住み始めた方とそれ以前から住んで

ています。高齢化が進む地域なので、体が不自由な方などをサポートする「久

ひ

新型コロナウイルス感染症の感染対策を実施して行いました 今回の座談会は「密」を避けるため、午前・午後に分けて実施しました。マスク着用、飛
沫防止など感染対策を行い、写真撮影時のみマスクを外しています。
ま つ
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くる “地域のつながり”
有志の住民などで構成され、区域内の住民なら誰でも参加できる組織です。
催しています。
実施方法の検討など、さまざまな工夫を行い活動しています。

星野順一郎市長

天王台北地区まちづくり協議会

我孫子北まちづくり協議会

しおはたひろ こ

塩畑博子副会長

湖北台地区まちづくり協議会

ひら い やすひこ

平井保彦会長

を入れています。マンション群や並

隊への依頼は、庭の手入れや買い物支援、スマート

木・つくし野・我孫子という山あり

フォンの使い方指導など、これまでで1,000件を超

谷ありの地形も特色です。

えています。

星野市長

つながりをつくるのも 大 変 ですよ

あり、駐車場も40台分あります。最近は他地区の

ね。
「 防災」は地域のまとまりをつく

利用者が増え、地域の方が利用できないという課題

るための良いテーマだと思います。

があります。まち協の運営としては、近隣センター

安全で安心な暮らしを続けるために

減ったため、平成21年に役員による担当部制を取
りやめることとし、総務・施設・管理・広報・企画

▲久寺家生活お助け隊の活動の
様子

新型コロナウイルス感染症の影響で、特色ある新しい活動を始めた地域は
ありますか？
松田さん

になったので、平成24年から事務管

り、地域住民とのふれあいや、まち

理部会と事業推進部会の2部制にし、

協委員間の連携も薄れると考え、夏

現在は順調に運営しています。

祭りの代わりに「はっけん あらきウ

イベントの開催中止によ

私たちの特色は、11自治

オークラリー」を開催しました。神

会で構成した湖北台自治会連合会と

社や公園、自治会館などを回る4コ

の連携です。まち協の役員や、自治

ースを作り、新木地区に住みながら

会を通じた近隣センターだよりの配
布、自治会掲示板へのポスター掲示

▲我孫子北近隣センターだより第45号

「共助力」を高めることは大切です。

の5部制を廃止したところ運営が大変

小倉さん

山本英雄会長

自治会数が多いと地域の

布佐南近隣センターにはテニスコートが

の利用団体の方が役員を担っていましたが、人員が

やまもとひで お

小倉宏也会長

寺家生活お助け隊」の活動を支えています。お助け

山本さん

布佐南地区まちづくり協議会

お ぐらひろなり

▲布佐南近隣センターのテニスコート

一度も行ったことがないような場所

▲はっけん あらきウオークラリー

も設けました。親子・きょうだい・

などにご協力いただいています。お祭りやクリスマスコンサート、ニューイ

友達同士など多くの方が参加してくれました。好評だったので今年も開催す

ヤーフェスティバルなど、地域に根

る予定です。また、自粛生活で運動不足の方もいると思い、バランスボール

付いているイベントが多く、地域の

を使った体操も始めました。

方も楽しみにしています。

星野市長

新型コロナウイルス感染症への対応が続く状況だからこそできる

イベントもあると思います。まち協の皆さんには、これからも工夫して、さ
まざまな世代の方が楽しめる活動に取り組んでいただきたいです。

これからの「まち協」の在り方
星野市長

▲湖北台クリスマスコンサート

市では、平成元年から、地域の皆さんがまち協と近隣センターを
通してコミュニティーづくりができ

塩畑さん

るよう取り組んできました。30年以

天王台北地区は5自治会

なので連携が取りやすいです。近隣
センターの近くに我孫子第三小学校

上経過し、地域活動への意識や生活

▲天王台北地区子どもサマーフェスティバル

スタイルの変化により、当時とは近

があるので子ども向けのイベントを大切にしていますが、現在はコロナ禍の

所付き合いなども変わっています。

ため開催できないのが残念です。新型コロナウイルス感染症が流行する前は

これからのコミュニティーづくりに

子どもたちの元気な声が聞こえていました。
平井さん

我孫子北地区は34自治会もあるので、
「防災」をテーマとした活

動で助け合いの関係を築いています。まち協発行の広報紙では、オリンピッ

▲午前の部
（左から高橋会長、木野会長、松田会
長、星野市長、松島会長、藤原会長）

藤原さん

おけるまち協の役割は何だと思いま
すか。

近所同士で助け合い暮らしやすい環境をつくっていくための「共

ク・パラリンピックイヤーに合わせたボッチャやペタンクなどユニバーサル
スポーツの特集や、地域のカフェやレストランを紹介するなど、広報にも力

次頁（8 面）に続きます

市内には10のまちづくり協議会があります。根戸地区まちづくり協議会は、現在、一時的に市が運営しているため、座談会は9人の会長・副会長と行い
ました。
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助」に、どのようにまち協が関わる

えて、学べます。生涯学習の場にも

のか。助け合いの仕組みやつながり

なります。

をつくることよりも、自然にできた

塩畑さん

地域のコミュニティーをどのように

い、地域のコミュニティーづくりを

育てるかを軸に活動したいです。

一緒にすることで、まち協が生活の

木野さん

場になりました。

コミュニティーづくりは

まち協を通して人と出会

住みやすく安全・安心な

顔と顔を合わせることが一番大事だ

平井さん

と思います。私は近隣センターこも

街にするために貢献したい。きれい

れびの最初の管理人で、当時は窓口で

▲座談会前に日立アカデミー我孫子キャンパスの

な思い出になるまちづくりをしたい。 庭園を散策

話しながら施設予約を受けていました。さまざまな方と出会い、その後会っ

自分1人ではできないので、地域の皆さんの協力を得ながら良い街をつくっ

た時にはあいさつができるようになり、一番のコミュニティーづくりになり

ていくための場です。

ました。人間、アナログです。デジタルだけに頼ってはコミュニティーづく

山本さん

りは難しいと思います。

な村の野球チームのようなものだと思います。

星野市長

中学生には「オンラインでの会話やインターネットでは、知り合

星野市長

約20人のメンバーが地域活性化のために活動しています。小さ
新型コロナウイルス感染症の影響で自粛生活が続き、改めて、ま

いは増えるけれど親友はできません。基本は顔と顔を見ながら話して、自分

ち協がつくる地域のつながりの大切さを感じています。自治会・町内会や社

が間違えていると思ったらすぐ謝ることが大事」と伝えています。利用者の

会福祉協議会、まちづくり協議会は、それぞれ大きさや活動目的、活動範囲

ニーズや時代に応じて、近隣センターの使い方、まち協の在り方も変わって

が異なります。11年前の東日本大震災の時、甚大な被害を受けた布佐の都

いくと思います。

地区では、社会福祉協議会のほか、被災しなかった自治会が炊き出しに参加

松島さん

近隣センターふさの風は旧岡田武松邸の跡地に建っていますが、

し、
「共助」がしっかりと機能しました。

岡田博士が自宅に児童文庫を開設して地域の人たちが集まったように、近隣

さまざまな団体や地域に暮らす方のつながりをつくれるのは、まち協であ

センターを使って活力あふれる地域にし、憩いの場にしたいです。長生きの

り、近隣センターという場です。世代によって考え方も異なり、時代も変わ

ための元気づくりや、毎年、人が集まるような事業を展開することが使命だ

ります。コミュニティーづくりをする上で、変えてはいけないことや変えな

と思います。

ければならないことを切り分けながら、まち協や近隣センターの在り方を考

小倉さん

近隣センターへ来れば誰かと会って話ができる、地域のたまり場

だと思います。また、今後は地域の文化センター・情報センターの役割も果

えていく必要があると思います。
これからも地域の歴史や伝統文化を大切にし、若い世代など、地域に暮ら

たさなければいけないと思います。

す多くの皆さんにも携わってもらいながら、地域の要として、我孫子市を元

塩畑さん

気にしてほしいと思います。市としてもしっかりと活動を支えていきます。

人と人がつながる場として大事だと思います。自宅の近くに高齢

の方が越してきて、友達もいないし出掛けることもないと言っていました。
近隣センターではさまざまな集まりがあるので来てほしいと思っています。

都合により座談会には副会長が出席しました

若い世代の方にも参加していただき、大事な場所をつないでほしいです。
平井さん

今までは近隣センターを

は し づ め ふ み ひ こ

天王台北地区まちづくり協議会 橋爪史彦会長からのコメント

中心としたコミュニティーづくりで
した。今後は地域活性化のためにも
地域に出向く必要があると思います。
か

現在、我孫子駅北口ロータリーの花
だ ん

壇 づくりを考えています。駅を降り
ると花があり、きれいな街並みがあ
れば人が集まる。この企画に若い方

▲現在の我孫子駅北口ロータリー

や企業・大学など多くの方が関われ
ば、まち協を知る機会になり、担い手づくりにもつながります。魅力あるま

新型コロナウイルス感染症の影響により、多
くの地域活動が制約を受けてきました。そのよ
うな状況の中、まちづくり協議会は、感染対策
に工夫を加えながら各種イベントや近隣センタ
ーの運営を行い、地域のコミュニティーづくり
のために活動しています。
今後も皆さんに近隣センターを安心して利用
していただけるよう努めていきたいと思います
ので、ぜひ気軽にお越しください！

ちづくりのためにも実現したいです。
山本さん 「地域の方と仲良く暮らしたい」
「近隣センターに行けば誰かがい
て助けてくれる」など、いろいろなことで人の輪ができる場をつくろうと思
っています。
「地域の方がまち協に求めるものは何か」が大事だと思うので、

株式会社日立アカデミー我孫子キャンパス

機会があれば地域の方から直接聞きたいです。街で人と会ったときに気軽に
あいさつできる地域が良いと思います。

皆さんにとって『まちづくり協議会』とは
松島さん

布佐のまちの元気の源です。

木野さん

皆さんと交流を深め、意気投合して、楽しいまちづくりを進める

場です。
藤原さん

コミュニティーづくりの基本となる「住民同士のつながりをどう

つくり、育てるか」を考える場です。
高橋さん

困難もありますが、皆さんから明るく「ありがとう」と言っても

らえる、やりがいのある活動です。
松田さん

まち協とは、地域そのものに馴染める環境であり、地域住民間の

毎年11月下旬～12月初旬には、㈱日立ア
カデミーのご厚意のもと、我孫子の景観を
育てる会により紅葉と手賀沼の眺めを楽しめる庭園公開を開催しています。

懸け橋にもなれる場所です。
小倉さん

座談会は、㈱日立アカデミー我孫子キャ
ンパスにご協力いただき、実施しました。
㈱日立アカデミー我孫子キャンパスの庭
園は、日立グループの他の5事業所ととも
に「生物多様性保全につながる企業のみど
り100選」に選ばれています。14,000坪の
敷地には、研修施設の他に巨大なヒマラヤ
スギを中心とした記念樹庭園、旧別館側の
自然を生かした庭園、湧水の池、展望台な
どがあります。

人との出会いの場です。自分にない経験や発想を持った方と出会

まちづくり協議会がつくる“地域のつながり”
座談会にご出席いただいた各まちづくり協議会の皆さん、ご協力ありがとうございました！

まちづくり協議会特集
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「地域で友達を増やしたい！」「まち協の活動に興味がある！」

まち協のイベント・活動に参加してみませんか？
近隣センターの運営やまちづくり協議会（まち協）の活動に興味がある方、地域で友達を増やしたい方、地域の役に立ちたい方など、ぜひまち
協のイベント・活動にご参加ください！詳しくはお近くの近隣センターへお問い合わせください。

各地区の主なイベント・取り組み
根戸地区まちづくり協議会／根戸近隣センター

こもれびまちづくり協議会／近隣センターこもれび

☎7183－5363

☎7165－2011

現在、一時的に市が根戸近隣センターの管理・
運営をしています。令和3年は地域団体や近隣セ
ンター利用サークルとの懇談会・意見交換会や書
道展、各地区地域会議の取り組みを紹介する「地
域会議展」を開催しました。現在行っている
「はがき絵展」は、1月16日㈰まで開催して
います。
子どもから大人まで皆さんが笑顔になれる
イベントを一緒に企画してくれる方、お手伝
いしてくれる方を募集しています。

元内閣総理大臣・近衛文麿の別荘跡地で、
緑豊かな自然に囲まれています！

☆フェスタ

☆こもれびそば打ち教室
☆森のちびっ子きょうしつ
☆シニアいきいき講座
（天
王台地区社会福祉協議会
共催）

▲書道展

◀こもれびそば打ち教室

▲近隣センターこもれび

◀はがき絵展

湖北台地区まちづくり協議会／湖北台近隣センター
☎7187－1122

久寺家地区まちづくり協議会／久寺家近隣センター
☎7179－1166

小学校が近くにあり、子どもから大人ま
で集まるイベントが盛りだくさんです！

あびバスの停留所になっています！

☆みんなの夏まつり
☆秋の収穫祭＆フリ
ーマーケット
☆新春のつどい
☆映画会

☆春まつり ☆夏まつり
☆クリスマスコンサート

☆秋まつり
☆映画会
湖北台夏まつり▶

天王台北地区まちづくり協議会／天王台北近隣センター
☎7182－9988

▲みんなの夏まつり

我孫子第三小学校が近くにあるため、多くの子ども
向けイベントを開催しています！

我孫子北まちづくり協議会／我孫子北近隣センター
並木本館☎7157－4517、つくし野館☎7157－4085
並木本館のカフェコーナーは1月中旬に再開予定です！

☆ひな祭り

☆夏のフェスティバル
☆新春演芸会
☆映画会
☆音楽会
☆料理教室

▲音楽会

◀夏のフェスティバル

我孫子南まちづくり協議会／我孫子南近隣センター

☆スプリングコンサート
☆子どもサマーフェスティバル
☆クリスマスコンサート
☆近隣アート展
クリスマスコンサート▶

布佐南地区まちづくり協議会／布佐南近隣センター
☎7189－3740
子ども議会で小学生から提案があり、12月か
ら、キッズルームや予約の入っていない部屋を
学習スペースとして無料で貸し出しています !

☆サマーフェスティバル
☆クリスマスコンサート

☆布佐文化祭
☆映画鑑賞会
布佐文化祭▶

☎7181－1011
キッズ伝統芸能体験は、小学生がプロの演奏家から箏曲
を習い、南まち協フェスティバルで発表しています！

☆南まち協フェスティバル ☆パソコン講座
☆スカイサロンコンサート
☆どんぐりランド（子育て応援事業）
☆文化庁の補助金事業 伝統文化親子教室
「キッズ伝統芸能体験」
（箏曲）
◀キッズ伝統芸能体験の発表会

ふさの風まちづくり協議会／近隣センターふさの風
☎7181－6211
「台風」の名付け親である気象学者・岡田武松の
自宅跡に建っています！

☆サマーコンサート ☆岡田博士記念講演
☆クリスマスコンサート ☆文化祭
ふさの風サマーコンサート▶

新木地区まちづくり協議会／新木近隣センター
☎7188－2010
新木小学校の隣にあるため、小学校の子どもたちが
さまざまなイベントにボランティアとして参加しています！

☆春まつり ☆夏まつり ☆文化祭
☆新木ふれあいあわんとり ☆歌声喫茶
新木ふれあいあわんとり▶
（1月9日㈰に開催※詳細は11面をご覧ください）

久寺家・我孫子北・天王台北・天王台南・新木の5地区では、安全で安心、
暮らしやすい地域をつくるため、まち協・商店会・学校・PTA・社会福祉協議
会・自治会・市民活動団体などが参加し、
「地域会議」を開催しています。事務
局はまち協が担っています。昨年始まった移動スーパーは、新木地区地域会議
で「買い物環境の支援」をテーマに話し合ったことがきっかけとなりました。
市では、全11地区で「地域会議」を開催できるよう取り組んでいます。
市民活動支援課・内線214

各まち協のイベント・取り組みは新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止している場合があります。
各近隣センターにより休館日が異なりますのでご注意ください。

元旦号企画
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広報あびこ1月1日号の1面は
市内小・中学校の児童・生徒と協力し作成しています！
ひつじ

と り

広報あびこ1月1日号の1面は、平成27年（未
（未年）は我孫子第二小学校でヒツジを撮影、平成29年（酉
（酉年）は久寺家
中学校でニワトリを撮影して作成しました。平成30年以降は市内小・中学校からアイデアを募集し、その中から決
定しています。
今回は小・中学校10校から45作品の応募がありました。応募作品は市ホームページ（QRコード参照）に掲載して
いますので、ぜひご覧ください。
秘書広報課広報室☎7185－1269
一小のアイド
ル
「てんちゃん
いつもみんな
」
を見守ってい
ます！

と り

平成29年 酉年
久寺家中学校

りを
ヒツジの毛刈
二小では毎年
ビに
レ
テ
は
に
。過去
行っています
！
たことも
取り上げられ

飼育栽培委員
のみんなが
大切に育てた
ニワトリ！

ひつじ

平成27年 未 年
我孫子第二小学校

の生徒が
「折り紙講座」
久寺家学習
作ってくれました！
イノシシをたくさん

い ぬ

平成30年 戌年
我孫子第一小学校

う し

たこは ！
作った
た
が
童
児
りまし
い上が
舞
く
空高

昨年は惜しく
も1面を逃し
ましたが、
今年は1面を
“トラ”
えました！

令和3年 丑年
我孫子中学校

い

平成31年 亥年
久寺家中学校

次回もたくさんの応募を
お待ちしています

う

ね

令和2年 子年
我孫子第二小学校

コロナ終息を
願って
「禍」
の文字を
力強く破って
います！
引き続き感染
対策を徹底し
ましょう。

と ら

令和4年 寅年
湖北台中学校

令和5年1月1日号は
「卯年」をテーマと
したアイデアを各小・中学校の児童・生
徒から募集します。写真・イラスト・黒
板アート・人文字など、表現方法は自由
です。学校の友達や部活動の仲間と一
緒にアイデアを考えてみてください！個
人で考えた作品も大歓迎です！
詳しくは11月ごろに各小・中学校に
お知らせします。

広告

広告掲載枠

広告掲載枠

広告掲載枠

会社やお店のPRにご活用ください

会社やお店のPRにご活用ください

会社やお店のPRにご活用ください

規格 縦11.5㎝×横8㎝
掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

規格 縦11.5㎝×横8㎝
掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

規格 縦11.5㎝×横8㎝
掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

【広報あびこに掲載する広告を募集】
会社やお店のPRにご活用ください。広報あびこは新聞折り込みや公共施設などで配布しています。
秘書広報課広報室☎7185－1269
発行部数 45,000部 規格 1枠：縦11.5㎝ ×横8㎝ 掲載料 1枠：2万円（最大3枠まで） ・
※広告内容は市が推奨するものではありません。応募者多数の場合、掲載の優先順位および抽選で決定します。

情報ひろば
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情報ひろば

市や官公庁主催・共催・後援、補助団体の記事を
掲載しています。
各項目は、次のように省略しています。
…日時、 …場所、 …内容、 …講師、 …出演、
…対象、 …定員、 …報酬・報償、 …選考方法、
…費用、 …入場券販売所、 …持ち物、 …申し
込み
（記載のないものは申込不要）、 …問い合わせ

イベント
市民活動ステーション主催事業
◎シニア向けパソコンの困り事何でも
1月12日㈬・19日㈬9時～
相談会
16時（1人60分、月1回） 市民活動
ステーション
マダ

グループハマダ・ヤ

各日6人（障害者、英語対応

操＆ヘルスリズムス
（NPO鼓響理事長）

山口江美さん
先着40人

無料
・ 1月19日㈬までに天王台
地区社会福祉協議会☎7183－9009
市史研 初級古文書講座
2 月2日㈬・9日㈬・16日㈬ 9 時 30
分～11 時 30 分
けやきプラザ7 階

可）

研修室
無料
開催日前日まで
先着25人
2,500円（会
◎移動子育て交流スペース「cafeネ 員1,500円）※全3回分
1月23日㈰
スト」
1月25日㈫10時～11時30 （必 着）までに、 往 復はがきに郵 便 番
分
近隣センターふさの風
布佐 号、住所、氏名、電話番号を明記。〒
地区の情報交換をしながら、子どもや 270－1151本町3の1の2市民活動ス
テーション内市史研究センター
自分のことを気軽に話しましょう
荒
未就園児と保護者※保護者単独可
井☎7182－2838
5組
300円
1月22日㈯まで
〈共通〉 ・ 電話・ファクス・Eメー
ル で 住 所、 氏 名、 電 話 番 号 を 明 示。
市 民 活 動 ステ ー シ ョ ン ☎ 7165 －
4370 abikosks@themis.ocn.ne.jp
第29回福祉フェスティバル
1月22日㈯12時～16時
けやき
歌、尺八、ダンス、
プラザホール
ハーモニカ、和太鼓。福祉施設製品の
プレゼントあり。赤い羽根共同募金
（グッズ募金）ほか
我孫子南地区社
会福祉協議会、軽喫茶ぽぽら

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎季節をめぐる寄せ植え講座
（春編）
2月17日㈭10時～12時
大嶋陽
子さん
20人（抽選） 2,500円
エプロン、筆記用具
1月23日㈰
まで
◎講演会「医療の隙間を埋める、がん
哲学外来とは？」 2月11日㈷13時
～14時
樋野興夫さん
先着100
人

無料
飲み物
◎第2回がん哲学外来あびこカフェ
2 月 11 日 ㈷ 14 時 30 分 ～16 時 30

円
我孫子南地区社会福祉協議会☎
7185－5117

分
がんに関する悩みや不安などを
語り合う※樋野興夫さんとの個人面談
あり
先着30人※面談は先着3組

1月18日㈫10時～11時30分※Zo
om使用
今川篤子さん（あびこ診療

無料
飲み物
1月5日㈬9時～
電話のみ
2月27日㈰
◎太巻きまつりずし
13時～15時
川合美津子さん（元
学校栄養士） テーマ「オニ」 20

所医師）

人（抽選）

第7回お元気まんてん教室
「認知症の理解と予防」

無料
・ 天王台地区
高齢者なんでも相談室☎7182－4100
こもれびまち協・天王台地区社協
第65回シニアいきいき講座

人生100年時代の心の健康作りセミナー
1月27日㈭13時30分～15時30分
けやきプラザ7階研修室
コロナ
禍を健康に生きるために～健康生成論
戸ケ里泰
とストレス対処の考え方
典さん（放送大学大学院文化科学研究
科 教 授）
40 人
無料
・
ACOBAまほろば☎7181－9701
普通救命講習Ⅲ
（e-ラーニング適応）
1月29日㈯9時～10時
消防本部
大会議室
小児・乳児への心肺蘇生
法、AEDの使い方、 異物除去法など
※救命技能適正者には修了証を交付
市内在住・在学（小学5年生以上）
・在
勤でe-ラーニングの受講証明書が確認
できる方
先着12人
無料
・
1月13日㈭9時～消防本部警防課☎
7181－7701

お知らせ
シルバー人材センター入会説明会
1月13日㈭10時～11時
市民プ
ラザ
市内在住の60歳以上で働く
意欲のある方

800円
エプロン、三
角巾、布巾2枚、まきす（大・小）
、持
ち帰り用容器、筆記用具
2月13日

㈰まで
1月23日㈰13時30 〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎
近隣センターこも 7188－4433※ホームページから申込
分～14時30分
れび
ミュージックフープ健康体
可
◎健康体操編

時～15時※雨天中止
市役所駐車
場※持ち込みは要事前連絡。保護犬猫
の引き取りは不可。譲渡条件あり
ねこわんこ☎080－8723－9550

まち協情報
新木地区まちづくり協議会
◎新木ふれあいあわんとり
1月9
日㈰11時30分～14時※雨天実施
新木小学校
正月飾りたき上げ
新木近隣センター☎7188－2010
我孫子南まちづくり協議会
◎スマホ・タブレット・パソコン相談
1月15日㈯13時～15時30分（1人60
分） 8人
無料
相談したい機
・ ・ 1月5日㈬～我孫子南近
器
隣センター☎7181－1011
我孫子北まちづくり協議会
◎新春お楽しみ会
1月22日㈯13時
30分～

先着15人

年会費

2,400 円

・ シルバ ー 人 材 セン
ター☎7188－2200
猫譲渡会&フリーマーケット
1月16日㈰11時～13時
アビス
タ前広場（手賀沼公園側入り口） 保
護猫の譲渡、日用品の販売※売り上げ
は野良猫を増やさない活動に使用
ねこ友会・早川☎7188－0007
猫譲渡会

300

講演・講座・教室
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1月16日㈰、2月6日㈰・20日㈰12

マジックで新年を祝う

先着60人※13時～整理券配布
無
料
室内履き
・ 我孫子北近隣
センター並木本館☎7157－4517
市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内 11 月末日現在
11 月の発生件数
24 件
今年の発生件数（1 月～） 214 件
前年同期比
－1件
11 月の死者数
今年の死者数（1 月～）
前年同期比

0人
0人
－4 人

11 月の負傷者数
33 人
今年の負傷者数（1 月～） 264 人
前年同期比
+17 人

我孫子駅南口

観光案内地図をリニューアル！
我孫子駅南口にある観
光案内地図をリニューア
ルしました。
写真が多く、主要な観
光スポットが一目で分か
るようにな っ ています。
落ち着きのあるデザイン
で、我孫子駅で降りた方
を温かく出迎えてくれる我孫子の顔として、観光PRに役立てていきます。
商業観光課・内線506

1月
市民プラザ
4日㈫まで
◆つまようじアート展
我孫子東 高等 学 校 ☎
9 時～18 時
7189－4051
14日
◆山田きんしんと仲間たち展
㈮～18日㈫9時30分～18時
（初日12時
～、最終日17時まで） 山田☎7184
－1230
21
◆ 第 26 回 森 林 美 術 家 連 盟 展
日㈮～26日㈬10時～17時（初日13
成田☎
時～、最終日16時まで）
7184－8838
図書館
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
湖北台分館ミニギャラリー
◆我 孫 子 のいろいろ八 景写 真 展 都
14日㈮～30日㈰
市計画課

布佐分館ミニギャラリー
◆墨絵・書道・手編・木彫・水彩画作
14日
品展 シルバー人材センター
㈮～2月24日㈭
アビスタストリート
開館時間：9時～21時 休館日：31日㈪
◆
（陶板・絵画）河野秀雄個展
5日
㈬～18日㈫
（初日12時～、最終日18時
まで） 河野☎7184－7289
◆RUN伴 ＋ あ び こ 2021・Orange
19日㈬～30日㈰（初日10
day ！
時30分～、最終日15時まで） RUN
伴＋あびこ事務局☎7187－6777
けやきプラザ
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第1ギャラリー
◆我孫子南地区社会福祉協議会と市
ラ

デ

ー

ン

と も

プラス

オ

レ

ン

ジ

内福祉施設12カ所の紹介
18日㈫ LIVE放送
21日㈮18時～19時
～22日㈯9時～17時
（初日13時～、最 けやきプラザ県民講座・講習(申込制）
19日
終日16時まで） 我孫子南地区社会 ◆心温まる遺言書の書き方
ホール
谷口義則さん（生涯
福祉協議会☎7185－5117
㈬
医療ネットワーク代表） 80人
第2ギャラリー
12日㈬ ～23 ◆排泄ケア商品の選び方・使い方
◆ 香取さまのトラ展
26日㈬
7階研修室
窪田由香さ
日㈰10時～17時
（最終日16時まで）
秋元☎090－9371－1889
40
ん（花王㈱シニアマーケター）
第1・2ギャラリー
人
25日㈫～30 〈共通〉時間13時30分～15時30分
◆大利根美術協会展
無料
・ ふれあい プラザ ☎
日㈰9時～19時
（初日12時～、最終日
7165－2886※月曜休館（休日の場合
16時まで） 新沢☎7182－7918
アビシルベ 開館時間：9時～18時
は翌火曜日）※専門職対象県民研修は
☎7100－0014
ホームページをご覧ください
◆我孫子らーめん紀行展～第2弾～
11日㈫～20日㈭
「アビスト de Night☆」
◆アビストリーム
はい せつ

〈市民伝言板の申込方法〉 掲載を希望する方は、広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・各行政サービスセンターで配布。市ホームページからダウンロード可）に必要事項
を記入し、掲載希望号の1カ月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載する内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・問い合わせ先などです。
秘書広報課広報室 ☎7185－1269 7185－1520

令和4年（2022年）

広

1

報

アプリ「マチイロ」で広報
あびこが閲覧できます。
アプリは左記 QR コードか
らダウンロードできます。

市からのお知らせをメールで配信しています。 右記 QR コードを読み込
むか、我孫子市携帯サイト (http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/)
へアクセスしてください。パソコンからは、市ホームページ内「メール配
信サービス」をご覧ください。

1

No.1541

新型コロナワクチン関連情報

※12月17日時点の情報です。

追加接種（3回目接種）の接種券を順次発送
3回目接種の接種券一体型予診票（以下、接種券）は、
「我孫子市民として2回目の接種を受けてからおおむね7カ月経過する方」および
「我孫子市外在住時に2回目を接種し、転入後に3回目接種の希望を申請した方」に発送します。
市では国の方針に基づき18歳以上で2回目接種を受けてから8カ月後の同日以降となる方に3回目接種をします。

2回目接種日

接種券発送予定日

予約開始日

令和3年6月1日～15日

1月13日㈭

1月17日㈪

令和3年6月16日～20日

1月17日㈪

1月20日㈭

令和3年6月21日～26日

1月19日㈬

1月24日㈪

令和3年6月27日～30日

1月24日㈪

1月27日㈭

ワクチン
接種
Q＆ A

※国からのワクチン供給状況により接種券の発送が遅れる場合があります。
※8カ月後に同日がない場合は、その翌月1日から接種できます。
※7月以降に2回目接種を受けた方の発送時期は、決まり次第お知らせします。
※予約方法はインターネット予約サイト（コールセンター含む）または医療機関への
直接予約のみです。市役所・保健センターなどでの予約はできません。詳しくは接
種券に同封する案内をご覧ください。

Ｑ．3回目接種は、1・2回目接種とは異なるワクチンを使用（交互接種）しても大丈夫ですか。
Ａ．1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社製または武田／モデルナ社製のワクチンが接種できます。3回目
接種の接種量は、ファイザー社製のワクチンは1・2回目と同量ですが、武田／モデルナ社製は半量になります。

我孫子市新型コロナワクチン接種コールセンター☎0120－855－366（1月4日㈫から毎日午前9時～午後5時30分）

第52回明治神宮野球大会

初優勝！

中央学院大学硬式野球部が日本一を報告！
第52回明治神宮野球大会で千葉県勢初の優勝、大学野球日本一となった中央学院
大学硬式野球部が、快挙の報告のため、12月9日に深紅の大優勝旗と共に市役所を
訪れました。
19年ぶり3回目の出場となった同大会で、これまでの最高成績だった全日本大学
野球選手権準優勝（平成28年）を超え、見事大学野球日本一に輝きました。
菅原悦郎監督は「挫折を味わいながら、最後まで諦めずに日本一を目指した選手
すが わら えつ ろう

たけ

だ

と お い

を褒めたい」
、武田登生主将は「
『過去を超える』という目標を達成できた。多くの
人の支えに感謝している」と話しました。星野市長は「大会前に『優勝して帰ってく
る』と話してくれたとおりになった。野球少年たちに大学野球という大きな目標を
与え、多くの市民の夢と希望になった」と選手をたたえました。
今後も中央学院大学硬式野球部のさらなる活躍を期待しています！
秘書広報課広報室☎7185－1269

第98回箱根駅伝

2年ぶり22回目の出場

中央学院大学駅伝部を応援しよう！
1月2日㈰・3日㈪に行われる箱根駅伝に、中央学院大学駅伝部が出場します。往
路5区間（107.5km）
・復路5区間（109.6㎞）の合計217.1㎞を競う学生長距離界最
長の駅伝競走です。当日午前7時から日本テレビで生放送され、8時にスタートし
ます。テレビの前で選手の皆さんを応援しましょう！
かわ さきゆう

じ

川崎勇二監督のコメント
2年ぶり22回目の箱根駅伝出場を決めることができました。前回は予選会
敗退だったので、ホッとしているのが正直な気持ちです。
夏ごろから多くの故障者を抱え、主力選手を予選会のスタートラインに立
たせることができませんでした。本戦に向けては、1人でも多くの主力選手
を通常練習に戻すことが私の大きな役割ではないかと思います。チーム全体
として故障者をなくすことが、チームの方針でもあるので、とにかく良い状
態で箱根駅伝を迎えられるようにしたいです。
「すべてを変えたい」という思いを込め、令和3年からユ
ニホームのデザインも変えました。全日本大学駅伝、箱根
駅伝の両予選会を突破できたので、縁起を担いで本大会も
突き進んでいきます。
何とか出場権を得たので、ワクワクの状態で箱根駅伝当
日を迎えられるよう準備を進めていきます。
ご声援、よろしくお願いします。

我孫子市のロゴマーク入りユニホームを着用！
選手は我孫子市の名前と市章が入っ
たフレッシュイエローのユニホームを
着用して走ります。
右胸に
のロゴ
マークが入ります！
「大学の所在地である我孫子市の名
前を全国に広めることで、地域に貢献
したい」との思いから、ユニホームに
我孫子市のロゴマークを入れていただ
くことになりました。
13万人の市民の応援を胸に、箱根
路を駆け抜けます！
中央学院大学ホームぺージ（QRコード参照）ではエント
リー選手を紹介しています。大会前の習慣や抱負などを掲
載していますので、ぜひご覧ください。
秘書広報課広報室☎7185－1269

広報あびこに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。
この広報紙は再生紙と植物油インキを使用しています。

