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             ◆◆◆ 令 和 ３ 年 度 委 員 ◆◆◆    

 

氏  名 役職 推 薦 団 体 氏  名 役職 推 薦 団 体 

青山  幸江  久寺家二丁目自治会 鈴木  正己  久寺家自治会 

飯田  治  土谷津町会 竹内 昌子  久寺家マンション管理組合 

飯田  千里  我孫子根戸デイサービスセンター 徳重  三枝子  つくし野西自治会 

石嶋  範子  つくし野台自治会 友野  登紀子  久寺家三菱自治会 

井上 章子 会計 北地区社協協力委員 戸屋  眞一郎 書記 並木九丁目自治会 

上田 稔子  つくし野みどり自治会 中田  文夫  つくし野南自治会 

牛尾 義法  松園自治会 原田  武  北地区社協協力委員 

大竹 隆行  シティア自治会 平田  勇  エクセレンス我孫子自治会 

大場 博  北地区社協協力委員 福島  輝俊  北地区社協協力委員 

柏﨑  房男 会長 根戸若草町会 藤井  敏治  つくし野すぎな会 

上久保  英子  北地区社協協力委員 松崎  一夫  北地区社協協力委員 

川戸  雅彦  城下自治会 松延  十佐吉  北地区社協協力委員 

木村  和子 会計 ガールスカウト千葉県第 45 団  水戸  勝英  我孫子市立根戸小学校長 

木村  規美章  根戸下むつみ町会 宮川  美沙子  グラン・レジデンス居住者会 

黒木  浩志  新生自治会 村岡  鎭子  久寺家三菱自治会 

黒田  豊照 監事 北地区社協協力委員 村田  貞子  北地区社協協力委員 

近藤  一成  根戸エンジョイクラブ 村本  孝之  けやきの丘自治会 

佐伯  恒子  北地区社協協力委員 百瀬  美千子  我孫子中央自治会 

齋藤 堯  つくし野中央自治会 山口  一郎  中台自治会 

佐々木 正代  つくし野北自治会 山口  愼爾  第一民生児童委員 

佐藤  悦郎 書記 北地区社協協力委員 山口  久枝 副会長 学園通り町内会 

佐藤  夕美子  つくし野荘施設長 山﨑  舜造  アクアレジデンス自治会 

篠崎  美樹  並木 7 丁目自治会 山下  哲央  根戸中第一自治会 

篠本  成子  根戸下第二町会 渡辺 誠二  モアクレスト我孫子ヒルズ自治会 

杉山  謙吾  根戸グリーンタウン 渡辺  正則  並木 8 丁目自治会 

鈴木  えい子  根戸中第二上町会 亘理  滋 副会長 北地区社協協力委員 

鈴木  順一 監事 ダイアパレス自治会    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

   

 

    

 

   ◆◆◆ 損得から尊徳へ ◆◆◆ 

                                       会長 柏﨑 房男 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊本年度活動予定＊＊＊ 

通年の活動 ＊毎月第 3 火曜 10:00～11:30 我孫子北近隣センター並木本館 子育てサロン「わ」 

      ＊毎月第２水曜 13:30～15:30つくし野コミュニティホール コミュニティサロン“きた” 

      ＊毎月第 4 月曜 10:00～12:00つくし野コミュニティホール コミュニティサロン“きた” 

      ＊毎月第 3 木曜 13:30～15:30 北地区社協事務所 サロンアントレッド 

      ＊平日毎日   9:30～10:30 北地区社協事務所 電話訪問サービスもしもしコール 

活動予定  ＊7 月 13 日(土)  9:30～12:00 あびこ市民プラザホール 認知症サポーター養成講座 

＊9 月 18 日(土)  9:30～12:00 あびこ市民プラザホール 介護の知識について 

＊やさしい介護教室     ＊根戸小・並木小での昔遊び 

＊久寺家中学校福祉体験支援  ＊3 月「健康と福祉のつどい」 

＊北部地域文化祭参加 ミニバザー・喫茶室の開設・障害児者関連施設製作品即売会 等 
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令和3年度 認知症サポーター養成講座 「学んだことが自分のためにもなる！」 

日時：令和 3 年 7 月 3 日（土）9:30～12:00   会場：あびこ市民プラザホール（あびこショッピングプラザ３F） 

講師：我孫子北地区高齢者なんでも相談室          

内容：１．認知症はどんな病気か理解する（DVD/講義） 

２．認知症サポーターとして出来ること（グループワークなど）  

参加費：無料  定員：30 名 先着順 

申込：氏名・住所・電話番号を明示し 電話・FAX・メールにて６/25（金）までに下記にお申込みください。 

北地区社会福祉協議会 ☎FAX:04-7165-3434 (平日 9 時～12 時、13 時～16 時)✉ kita@abiko-shakyo.com 
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【編集後記】昨年 2 月頃からのコロナ禍の中で種々の社

会問題が顕在化し、我々市民も右往左往している状況で

す。北地区社協も困難の中、 

より活発な活動を進めるべく 

努力しております。 

こういう時期ですので敢えて 

皆様方の積極的参加をお願い 

する次第です。今年度の北地 

区社協の計画へのご支援をお願いします。（文責 杉山） 

クイズ ～頭の体操～   

第一問 カエルの鳴き声 

父親は「ケロケロケロ」母親は「ケロケロ」 

子どもはなんて鳴くでしょうか？ 

第二問 ２羽のツバメが喧嘩をしていました。

ツバメが去ったあと、残されていたものは？ 

 

皆さんわかりました？ 

やや難しかったでしょうか？ 

答えはどこかに書いてあります。探してね！ 

 

最もたいせつなものはみなただ 

太陽の光 野や山の緑 雨や川の水 朝夕のあいさつ 

神への祈り そして母の愛 （作：河野進） 

私の好きな、詩人であり牧師でもあった河野進さんの詩の一節です。まだまだ、たいせつなただのものがあります。

笑顔・ありがとうのことば・空気・感動・・・皆様にもたいせつなただのものが沢山ある事と思います。 

コロナ禍で、発想の転換・評価・基準の変更が求められている現在です。今までのやり方では通用しない事も多く

なっています。それでも、最も大切なものは変わらない。 

「論語と算盤（そろばん）」の渋沢栄一翁も言っております。目先の損得だけでは続けられない時代になっている

のでしょうか。コロナ禍で活動が制限されて、思うような事ができなかった昨年度ですが、地域の皆様方に喜んで

いただけるような「尊徳」を、できる事から考えて活動して参りたいと思います。北地区社協、今年度もどうぞ宜

しくお願い申し上げます。一緒に活動して下さる皆様も募集しております。え？「北地区社協に参加すると、何か

得する事があるの？」ですか？それは「徳得（とくとく）」とお話させていただきます。（笑い） 

問２(ツメ 喧嘩＝バトル) 

mailto:kita@abiko-shakyo.com
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応援します！ 地域活動 

問 1（鳴かない 子ども＝おたまじゃくし） 

子ども食堂かぜ     みんなで楽しく食事をして 

地元のお友達や知り合いを増やし、大人も子供も 

繋がっていきませんか？  
毎月 1回第 3土曜日に開催予定。   

とても美味しいお弁当ですが、コロナ感染症予防のため中止や           

テイクアウトのみ、定員制・予約制になる場合もありますので 

お問い合わせください。 

 

 

 

日時：毎月第 3土曜日 11:00～12:30 

会場：Cafe風(我孫子ビレジつくし野郵便局２階前広場) 

参加費：大人 400円、子ども(高校生以下 200円 子ども食事券利用可) 

定員先着 20組(要予約) 問合予約：7199-7355(Café 風 平日 13時～17時) 

一緒にお手伝いしていただけるスタッフも募集中です！ 

一緒に企画を楽しみましょう！あわせて、食材や日用雑貨品のご寄付も募集しております。 

取材 てくてく きたちゃん 

 

我孫子に２０年住んでいる部員が地元我孫子について調べてきました♪ 

1940 年にあった 幻のオリンピック 開催 ～手賀沼～ 

東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーが我孫子に向けて近づいています。 

でも、あなたはオリンピックが 1940 年にも「東京オリンピック」として開催が決定していたことを知っていましたか？ 

しかもボート会場として候補地に上げられたのがこの手賀沼 

だったのです。この東京オリンピック開催に向けて尽力したの 

が我孫子にゆかりのある嘉納治五郎でした。 

嘉納は柔道家として誰もが知る人物ですが国際人としての 

資質も持った教育者でもありその人格からアジア人としては 

初めての IOC委員となりオリンピックの東京招致に力を尽く 

しました。しかし結局は日中戦争の激化から当時の政府が 

開催の返上を決定し「幻のオリンピック」に終わってしまった 

のです。   今回の我孫子市内の聖火リレーは 7月 3日に第 6区間「道の駅しょうなん」を 16:15 に 

手賀沼公園に向け出発します。(発表 3月 2日現在） 

(参考文献:2019 年我孫子市杉村楚人冠記念館企画展目録） 

飯泉喜雄顕彰碑 ～我孫子駅南口～        

今年は JR成田線の開業 120周年となり記念事業が続きました

が、それより 5年前の 1896 年に常磐線が開通し我孫子駅が開業し

ました。この開業に多大の功績を残したのが飯泉喜雄です。 

飯泉は我孫子宿の代々続いた名主で我孫子駅の開業に向け「鉄道

なくして町の発展なし」 の強い信念のもと所有していた広大な土地を当

時は民家の無かった現在の駅前周辺の土地と交換し鉄道用地として確

保した上で我孫子駅の誘致に奔走しました。開業の成功に向けての姿

勢はすべての私財を投げ出してのもので、しかも無償提供だったのです。

飯泉は町長・県会議員としても我孫子駅前の環境整備に大きな貢献

をしましたが心労も重なり 38 才の若さで病死したのです。飯泉の信念

である「鉄道なくして···」ではじまるこの顕彰碑はその偉業を讃え、また謝

意を捧げるため 2003 年市民の寄付により建立されたものです。    

(参考文献:我孫子のいろいろ八景歩き） 

 

手賀沼公園からスタート地点の道の駅しょうなんを望む 
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自治会 あれ これ 
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災害発生時に配慮を要する方々を支援する取組み〔つくし野南自治会防災会〕 

つくし野南自治会防災会（約 270 世帯）では、災害発生時にご近所同士がお互いに助け合う 

「共助」の一環として、自治会に対し、災害時における配慮の希望を申し出た世帯と、避難情報等の

お知らせや避難支援などのお手伝いができると申し出た「おたすけ隊」世帯を、地図上に一目で分か

るように示した『災害時要配慮者・おたすけ隊マップ』を作成し、会内に配付しました。 

 地域における防災活動を進める上では、その地域自体を知ることが重要と言われますが、年齢層や

健康状態の変化、世帯の形や生活スタイルの多様化により会員相互の普段の様子が見えにくくなって

いる中で、万一の際の配慮の希望やお手伝いの意思をお互いに分かりやすく見える形にすることで、

手を携えて地域を守る関係を築く一助にできればと考えた新しい取組みです。 

また、コロナ禍における手軽で新しいコミュニケーションとして   〔マップのイメージ〕 

「つくし野南自治会 LINE 公式アカウント」も開設し、防災情報を 

含めた会内の情報発信を始めています。 

今後も、いろいろな方たちの様々なアイデアを活かして活動を進 

めていきたいと考えています。是非、近隣の自主防災組織の方々と 

の情報交換もよろしくお願いいたします。     

●：配慮を希望する世帯（全世帯の約 20%） 

★：おたすけ隊（全世帯の約 25%） 

 

 

 

 

 

 

 


