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多大なご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、市民活動団体の皆様もイベントの中止や活動の自
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現在担当課で我孫子市市民公益活動指針案のまと

月中旬からパブリックコメントで意

見を募るとのことです。あびこ市民活動ネットワーク

形式で担当課からの説

明をお願いしました。これからの市民活動にも大きく

思われますので、奮ってご参加いただきま

7 ページ）。        

最後になりましたが、我孫子市市制施行 50 周年で

自治功労の感謝状をあびこ市民活動ネットワークと

していただきましたことをご報告させていただきま

ばと考えていますので今

ます。

    順一郎順一郎順一郎順一郎    

新型コロナウイルス感染症の終息は未だ見えてお

りませんが、これから市民活動団体の皆様が少しでも

多くの活動を行えるよう、新しい生活様式を踏まえた

取り組みを市としても考えていきます。 

今年は、一年延期となった東京２０２０オリンピッ

クの聖火リレーが７月３日に市内を通ります。市民の

皆様の記憶に残る聖火リレーとなるよう、感染症対策

を講じながら準備を進めてまいります。 

新しい年が、皆様にとりまして幸多き年になります

ごあいさつとさせ
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強化すること②施設使用料の値上げなどについては

事前協議のうえ、何らかの軽減措置も考慮してほしい
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月中旬からパブリックコメントで意

見を募るとのことです。あびこ市民活動ネットワーク

形式で担当課からの説

明をお願いしました。これからの市民活動にも大きく

思われますので、奮ってご参加いただきま
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ばと考えていますので今

未だ見えてお

りませんが、これから市民活動団体の皆様が少しでも

多くの活動を行えるよう、新しい生活様式を踏まえた

今年は、一年延期となった東京２０２０オリンピッ

クの聖火リレーが７月３日に市内を通ります。市民の

皆様の記憶に残る聖火リレーとなるよう、感染症対策

新しい年が、皆様にとりまして幸多き年になります
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－２－ 

 

＊＊新型コロナウィルス関連の緊急アンケートⅡのご報告＊＊ 

 

あびこ市民活動ネットワークでは、昨年の 12月に、緊急事態宣言が明けてからの活動状況や取り組みに

ついて、会員団体に向けて 2回目のアンケート調査を実施しました。 

Q１．現在の貴団体の活動状況について教えてください  

Q２．貴団体では活動内容ややり方を変更しましたか 

Q３．Q2で変更した団体は、どのような形式に変更したか、その際困ったことがあれば教えてください 

・事務所の開催日、時間の制限を設けたので郵便物の受け渡しが遅くなった 

・地域コミュニティの活動に参加しなかった 

・講演会が開けなかった（４団体） 

・市民活動ステーションの印刷機が使えなかったので別の場所で割高の料金で印刷をした 

・市民のチカラまつりが展示のみとなり、市民への活動アピールが十分にできなかった 

・Zoomによる対話を取り入れた（６団体） 

・会議の時間を短縮する為、レジメを充実させた。議事録を正確に丁寧に作成し、欠席者にもわかるようにし

た 

・出前講座ができなくなった 

7
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8

0
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変更した 11

変更してない 8



－３－ 

・毎月開催のプロジェクトを現在まで中止している 

・勉強会の場所の確保が難しい。開催場所の予約が取りにくい 

Q４．今後の貴団体の活動や市民活動について、ご意見があればご記載ください 

・外でのイベント（史跡散歩）については従来通り実施する 

・講演会については会場に合わせた人数を制限するなどして実施する 

・コロナは終息しそうもないので、その中で出来ることを考えながら活動したい 

・三密をさけながらも、会場となる場所は普段通りに使わせてほしい 

・注意しつつ、これまでのような活動を基本にしたいと考えています 

・都内近郊を散策する会なので、コロナを心配して退会したものが多く、約 60人会員がいたうち、現在参加者

は 9名。会の存続が危ぶまれている 

・市民が活動しやすいようにセンターなどの使用料を安くするような働きかけを市にして欲しい。使用料があ

がったので、活動が縮小している 

・講演会の講師前のアクリル板など、センターで借りられるようにして欲しい 

・高齢化が進んでいる中で、コロナ禍に対応するための要員も必要になり、企画・運営スタッフの強化が緊急

課題となっている。これを支援する市民活動への人材確保対策、特に担い手の確保対策に全力をあげていた

だきたい 

・マスクで笑顔が見えないことが一番残念 

・このまましぼむのではなく、新たな時代を生き抜く工夫が必要と考えている 

・おびえて閉じこもってしまった会員もいるので何とかしたい 

・集まる人数の制限を設けたうえで、施設やスペースの利用が可能な状態であるが、現在の感染者増加傾向を

見ると、人数に関係なく対面のリスクを世の中がより警戒するとも考えられる。地域での活動は、対面しな

いと出来ない活動も多いので、新型コロナウィルスの終息を待っている間に退会者が増え、会が解散してし

まう恐れもある。そうならないために、オンラインを活用した活動方法が必要となっているのであるが、高

齢者の多い会では、スマートフォンやパソコンを使いこなす前に、所持していない会員が多い現状である。

ITというものに苦手意識を強く持つ高齢の会員からしてみると、オンラインの導入に対して適応できないこ

と、対面ではない取り組みに満足感が減る事などから、地域での活動への意欲が下がり退会者が増えていく

ことが懸念される 

 

【アンケート集計を終えて】 

会場の利用規約による制限や非対面の取り組みに対応できず、活動が縮小している団体が多い。市民活動団

体にとって厳しい状況が継続することが予測できるが、非対面での活動に対応するための課題を、各団体が個

別に解消することは非常に難しい。 

緊急事態宣言が再び発令された今、各団体の活動が縮小することなく、継続発展していくため何が必要なの

か。あびこ市民活動ネットワークは今回のアンケートをもとに、あらためて検討していきたい。 

アンケート協力団体（順不同） 

エコライフあびこ／あびこ女性会議／江戸東京散歩茜会／我孫子消費者の会／我孫子市九条の会／   

ふるさと我孫子ガイドの会／世界の人形館／白樺派のカレー普及会／我孫子の文化を守る会／あびこガイ

ドクラブ／NPO 法人パソコン楽しみ隊／美しい手賀沼を愛する市民の連合会／NPO 法人 ACOBA／ふれあい塾

あびこ／在宅福祉サービスまどか／認定 NPO 法人東葛市民後見人の会／レイチェル・カーソンあびこ／エ

ール我孫子／我孫子市史研究センター／特定非営利活動法人ステップ／ふれあい弁当の会／あびこ市歩こ

う会 

 

 



－４－ 

今後の市民活動を視野に入れた『ICTの利活用』 

IT コンサルタント 栗原一朗 

 

文字中心の片方向から⇒画像や動画などを組み合わせた双方向へ！ 
コロナウィルスの蔓延によって、１年前のように

人々が対面で活動する事は非常に困難で、かつそれは

不可逆的な状況になっています。そのためオンライン

化を推進して対面での接触を極力減らしていくとい

う新しい生活様式への対応は、企業のみならず市民活

動の持続においても求められるものです。 

すでに多くの市民活動団体においても、Zoom など

を利用して会合やセミナーなどのオンライン化を進

めていると思いますが、これは感染防止効果のみなら 

ず「活動場所」の問題の解決になったり、会合の頻度

を上げ、参加者を増やし、あらたな人との出会いをつ

くるなど、「活動の活性化」への効果も期待できます。 

そして団体が活動場所をオンラインに広げていくた

めに重要なのは、まずは情報発信力の強化です。 

アナログ（紙）からデジタル（ネットなど）へ。情

報の提供・共有を、文字中心の片方向から「画像や動

画、チャットなどを組み合わせた双方向」に進化でき

れば、今まで以上に広い層へその活動を伝えられて、

あらたな仲間や寄付を集めることも可能です。

 
 
『ＩＣＴ活用と情報発信』⇔共有を推進していくリーダー人材が必須 

対面でやらざるを得ない活動の在り方も見直しが

必要です。例えば、１か所に集まる形から、少人数で

分散して集まり、分散した場所をオンラインでつなぐ。

一連の活動をすべて対面で行うのでなく、対面は最低

限として残りはオンラインにしていくなど、物作りの

活動であれば材料や道具の授受だけをリアルで行い、

一緒に作業するのはオンラインで行うとか、そういっ

た工夫も考えられます。 

 他には、電子マネーを利用した金銭授受のオンライ

ン化、ネットショップを使ったバザー、クラウドファ

ンディング、こういったものは、「資金問題」の解決

策につながります。しかしＩＣＴ利用のリスクもあり

ます。個人情報保護やセキュリティ対策、アクセサビ

リティ（障害者・情報弱者への情報保障など）といっ

た事にきちんと対応していく必要があります。このよ

うに市民活動を持続・活性化していくためのＩＣＴの

利活用範囲は幅広いものとなっています。そのために

は、各団体には、自らが活動に参画し、意欲をもって

「ＩＣＴ活用と情報発信」・共有を推進していくリー

ダー人材が必須となってきます。 

我々のような市民活動連合組織、あるいは他の中間

支援団体、ＩＣＴ利活用を推進する市民団体、行政な

どは、ともに連携して、そういったリーダー人材の育

成を支援していくことが重要だと考えます
 
※ IT ：インターネットを利用した情報技術      
※ ICT：IT を利用したコミュニケーション記述 

 
   

昭和 40 年生まれ。小学校４年生の時に我孫子に転入。大学卒業後は、エネルギー関連商社、
小売流通業などでシステム関連の仕事に従事し、49 歳でフリーの IT コンサルタントとなる。 
約3年前に中途視覚障害の支援者と知り合い、視覚障害者の抱える課題や社会課題に興味を抱き、
ソーシャルビジネスの立ち上げを企図。現在は我孫子と東京との二カ所を拠点に生活している。 

2 月 24 日(水)に市民活動ステーション主催で開催される「シニアのための Zoom 講座」に 
スピーカーとして参加予定。 

栗原一朗さん 
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――――まず、まず、まず、まず、

桒田桒田桒田桒田：

市民活動がストップしてしまいました。そ

動ステーションの髙橋さん

の皆さんに

なりました。これまで市民のチカラ

など含め、延べ

ました。

―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後

の役員会や編集会議はの役員会や編集会議はの役員会や編集会議はの役員会や編集会議は

桒田桒田桒田桒田：実は講習会はしたものの、利用されているか

うかわからないので気にしてたんです。使ってく

ってよかった。やった甲斐がありました。

――――オンライン会議オンライン会議オンライン会議オンライン会議

桒桒桒桒田田田田：

て出席者が確認

能があるので

の会議だと、とかく声の大きい人が話して、ほかの人

が声を出しにくい

だと一人ずつ

こからでも（世界中）

 

■■■■子ども応援団子ども応援団子ども応援団子ども応援団
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ

市民活動

可能性

桒桒桒桒田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さん

不登校は子どもたちの不適応ではなく、学校の不適応

まず、まず、まず、まず、ZoomZoomZoomZoom 講座について教えてください。講座について教えてください。講座について教えてください。講座について教えてください。

：新型コロナで市の施設がすべて使えなくなって、

市民活動がストップしてしまいました。そ

動ステーションの髙橋さん

の皆さんに Zoom

なりました。これまで市民のチカラ

含め、延べ

ました。 

―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後

の役員会や編集会議はの役員会や編集会議はの役員会や編集会議はの役員会や編集会議は

：実は講習会はしたものの、利用されているか

わからないので気にしてたんです。使ってく

よかった。やった甲斐がありました。

オンライン会議オンライン会議オンライン会議オンライン会議

：Zoom は使い方が簡単。

て出席者が確認しながら会議ができるし、

能があるのでリアルタイムで

の会議だと、とかく声の大きい人が話して、ほかの人

声を出しにくい

だと一人ずつ話しやす

こからでも（世界中）

子ども応援団子ども応援団子ども応援団子ども応援団
 

当日の会場

コロナ禍の市民活動

市民活動ステーションが

可能性についてお

田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さん

不登校は子どもたちの不適応ではなく、学校の不適応

それぞれの立場で子どもたちの応援者になろう！

講座について教えてください。講座について教えてください。講座について教えてください。講座について教えてください。

コロナで市の施設がすべて使えなくなって、

市民活動がストップしてしまいました。そ

動ステーションの髙橋さん

Zoom の使い方を講習しようということに

なりました。これまで市民のチカラ

含め、延べ 100 名ぐらいの方と

―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後

の役員会や編集会議はの役員会や編集会議はの役員会や編集会議はの役員会や編集会議は ZoomZoomZoomZoom を活用しているんですよ。を活用しているんですよ。を活用しているんですよ。を活用しているんですよ。

：実は講習会はしたものの、利用されているか

わからないので気にしてたんです。使ってく

よかった。やった甲斐がありました。

オンライン会議オンライン会議オンライン会議オンライン会議システムシステムシステムシステムの中でもの中でもの中でもの中でも

は使い方が簡単。

しながら会議ができるし、

リアルタイムで

の会議だと、とかく声の大きい人が話して、ほかの人

声を出しにくいということがありますよね。

話しやすく、聞きやすいと思います。

こからでも（世界中）参加できるこ

子ども応援団子ども応援団子ども応援団子ども応援団    

会場の様子 

市民活動で会議や

ステーションが行った

についてお話を伺いました

田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さん田律子（くわだりつこ）さんにお話をお聞きしましたにお話をお聞きしましたにお話をお聞きしましたにお話をお聞きしました

不登校は子どもたちの不適応ではなく、学校の不適応

それぞれの立場で子どもたちの応援者になろう！

講座について教えてください。講座について教えてください。講座について教えてください。講座について教えてください。

コロナで市の施設がすべて使えなくなって、

市民活動がストップしてしまいました。そ

動ステーションの髙橋さんと相談して

の使い方を講習しようということに

なりました。これまで市民のチカラまつり

名ぐらいの方と Zoom

―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後―市民活動ネットワークでも何人か講習を受け、その後

を活用しているんですよ。を活用しているんですよ。を活用しているんですよ。を活用しているんですよ。

：実は講習会はしたものの、利用されているか

わからないので気にしてたんです。使ってく

よかった。やった甲斐がありました。

の中でもの中でもの中でもの中でも、、、、ZoomZoomZoomZoom

は使い方が簡単。資料の共有画面があっ

しながら会議ができるし、

リアルタイムで修正しやすい

の会議だと、とかく声の大きい人が話して、ほかの人

ということがありますよね。

聞きやすいと思います。

参加できることもいいですよね。

    分科会報告分科会報告分科会報告分科会報告

や総会に Zoom

った Zoom 講座

いました。感染

にお話をお聞きしましたにお話をお聞きしましたにお話をお聞きしましたにお話をお聞きしました

不登校は子どもたちの不適応ではなく、学校の不適応

それぞれの立場で子どもたちの応援者になろう！

 

ZoomZoomZoomZoom でででで会員会員会員会員
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－６－ 

●●●●遠藤遠藤遠藤遠藤所長の所長の所長の所長のお話お話お話お話    

我孫子市の不登校の実態は小学生が 42 人、中学生が 136 人。適応指導教室に通っている子は

小学生 13 人、中学生 24 人。私は不登校が増えるのは問題ではないと思っています。人間は放

っておいては人にならないので学ぶことは絶対に必要。社会で生きていくための学習が普通教

育で、子どもに必要な教育を受けさせるのは保護者の義務、子どもはそれを受ける権利があり

ます。不登校は子どもたちの学校への不適応ではなく、学校の子どもたちへの不適応だと思い

ます。教育機会確保法（2016 年）によれば、学校に戻ることを前提とせず、不登校の子どもた

ちに教育を与えるための環境を整えることが必要です。 

適応指導教室に通う生徒を増やしたい、一人で悩まないで子どもも親も誰かとつながってほしい。我孫子市は

支援が整っており、保健センター、子ども相談課をはじめ、教育センターや教育研究所には発達や心理の専門

職がいるので、遠慮なく電話をしてください。社会情勢の変化に伴いネットの情報の使い方を教えてあげるの

も大人の責任です。今回のイベントを支援者がつながる機会にしたいですね。 

●●●●悠々ホルンさんの悠々ホルンさんの悠々ホルンさんの悠々ホルンさんのお話お話お話お話    

 今まで 7000 通を超える相談メッセージを読んだ経験から、不登校は怠けている子ではなく

一日一日を頑張ってきた子だと思う、悩みや生きづらさを複数抱えてきた子が多い。不登校が

問題というより、何らかの問題によって起きた結果の一つが不登校で、本人や親のしつけの問

題ではないと思います。視点を変えると、不登校はマイナスではなく、不登校によって救われ

ることがあるかもしれない。子どもたちは、話を聞いてくれた○○さんに会って出られるよう

になったと言うので、皆さんは誰かにとっての○○さんになってください。 

●●●●伴伴伴伴火穂火穂火穂火穂さんのお話さんのお話さんのお話さんのお話    

 専門学校や高校で教えていて、我孫子市の子ども子育て会議のメンバーとしての経験から言

うと、行政も学校も子どものために信頼関係を持って協力しあいたいと思います。大人でも同

じですが、人間関係の中で出てきたストレスは誰かに受け取ってもらわないと解決しないので、

それをシェアしあう関係を作りたいですね。 

●●●●最後に、最後に、最後に、最後に、コーディネーターの栗原さんコーディネーターの栗原さんコーディネーターの栗原さんコーディネーターの栗原さんからからからから、、、、大人大人大人大人一人ひとりが一人ひとりが一人ひとりが一人ひとりが、、、、それぞれの立場で子どもたちの応援者とそれぞれの立場で子どもたちの応援者とそれぞれの立場で子どもたちの応援者とそれぞれの立場で子どもたちの応援者と

なっていきましょうなっていきましょうなっていきましょうなっていきましょうと結んで、好評のうちにと結んで、好評のうちにと結んで、好評のうちにと結んで、好評のうちに終了し終了し終了し終了しました。ました。ました。ました。                                    （担当幹事 柳川） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

◆◆◆◆◆◆◆◆    生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ    ◆◆◆◆◆◆◆◆    

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、高齢者の生活を支える「地域包括ケアシス

テム」が取組まれています。この取組みに、市民活動からアプローチするのが生活支援体制整

備事業です。我孫子市では、社会福祉協議会が委託を受けて取り組んでいます。 

この事業は、市域で取り組む「地域ささえあい会議」（第 1層協議体）と地区で取組む「地域さ

さえあい活動」（第 2層協議体）の 2 本柱で実施してます。 

第第第第 1111 層：市民・民間企業による見守り活動の推進層：市民・民間企業による見守り活動の推進層：市民・民間企業による見守り活動の推進層：市民・民間企業による見守り活動の推進    

「高齢者のための日常生活困ったときガイド」の作成  

※2 月 1 日より市社協‣地区社協の窓口にて 300 円で販売 

第第第第 2222 層：地区社協による見守り、予防、交流事業の推進層：地区社協による見守り、予防、交流事業の推進層：地区社協による見守り、予防、交流事業の推進層：地区社協による見守り、予防、交流事業の推進    

今後は、市民による生活のお手伝いも推進したいと考えています。例えば、家事代行、庭木の伐採、家具の移

動、大掃除など高齢になるとたいへんになる事のお手伝いです。これからは、隣人の日常を手助けできる市民

（担い手）がより必要な社会になります。          （我孫子市社会福祉協議会 横田光夫） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

★あびこ市民活動ネットワークから推薦しました★ 

・第 1 層協議体委員に吉田 充さん     ・第 6 次我孫子市地域福祉活動計画策定委員に冨野 浩司さん 

◆◆◆◆生活支援体制整備事業とは生活支援体制整備事業とは生活支援体制整備事業とは生活支援体制整備事業とは    

介護保険法は平成 12 年 4 月に施行されました。施行後 3 年ごとに法律の見直しが行われています。 

平成 26 年 6 月の法改正により平成 27 年 4 月から生活支援体制整備事業が始まりました。 

この事業は、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備をしていくことが目的です。介護保険の財源を

使って、市町村が取り組む事業であり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを提

供することで安心して地域で暮らしていくための支え合い体制を整備推進する事業です。 

現在全国で様々な事業が展開されています。 



 

市民活動ネットワークの皆さまにもご協力いただ

いている我孫子市市民公益活動支援指針の改訂案に

ついて、令和３年１月１８日（月）～２月１７日（水）

まで、パブリックコメントを実施しますので内容をご

確認いただき、忌憚のないご意見をお寄せください。

また、指針の改訂案についての説明会を１月２７日

（水）にオンラインで開催いたしますので参加を希望

される方は、市民活動支援課までメールにてご連絡く

ださい。

なお、

方法については、市民活動支援課にお問い合わせいた

だくか、広報あびこ１月１６日号

ください。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆◆

1980

というもので日本一の汚れ方でした。「手賀沼を守ろ

う！合成洗剤追放運動」が、流山、柏、我孫子、沼南

で展開され直接請求が行われました。そして我孫子市

では、せっけん利用推進の条例が制定されました。

様々な市民、有識者、行政は手賀沼への思いを込め

て、1995

い手賀沼を愛する市民の連合会」（略称美手連）が設

立されました。

り、手賀沼の水質は劇的に改善され、そして

継続したワースト

却しました。

手賀沼が川のように流

れ、動物プランクトンが

増える間もなく水は流れ

ていき、生態系は新たに

なりました。

賀沼流域フォーラム」の事務局を美手連が受託し、柏、

流山、我孫子、白井、鎌ヶ谷、印西、松戸市の市民と

行政とで、「手賀沼にいのちのにぎわ

主体の楽しい

    
    

我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針

市民活動ネットワークの皆さまにもご協力いただ

いている我孫子市市民公益活動支援指針の改訂案に

ついて、令和３年１月１８日（月）～２月１７日（水）

まで、パブリックコメントを実施しますので内容をご

確認いただき、忌憚のないご意見をお寄せください。

また、指針の改訂案についての説明会を１月２７日

（水）にオンラインで開催いたしますので参加を希望

される方は、市民活動支援課までメールにてご連絡く

ださい。 

なお、パブリックコメン

方法については、市民活動支援課にお問い合わせいた

だくか、広報あびこ１月１６日号

ください。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆◆会員の活動

 

1980 年手賀沼の汚れは、最高

というもので日本一の汚れ方でした。「手賀沼を守ろ

う！合成洗剤追放運動」が、流山、柏、我孫子、沼南

で展開され直接請求が行われました。そして我孫子市

では、せっけん利用推進の条例が制定されました。

様々な市民、有識者、行政は手賀沼への思いを込め

1995 年 12 月

い手賀沼を愛する市民の連合会」（略称美手連）が設

されました。2000

り、手賀沼の水質は劇的に改善され、そして

継続したワースト

却しました。 

手賀沼が川のように流

れ、動物プランクトンが

増える間もなく水は流れ

ていき、生態系は新たに

なりました。2007

賀沼流域フォーラム」の事務局を美手連が受託し、柏、

流山、我孫子、白井、鎌ヶ谷、印西、松戸市の市民と

行政とで、「手賀沼にいのちのにぎわ

主体の楽しい企画を展開しました。

我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針

市民活動ネットワークの皆さまにもご協力いただ

いている我孫子市市民公益活動支援指針の改訂案に

ついて、令和３年１月１８日（月）～２月１７日（水）

まで、パブリックコメントを実施しますので内容をご

確認いただき、忌憚のないご意見をお寄せください。

また、指針の改訂案についての説明会を１月２７日

（水）にオンラインで開催いたしますので参加を希望

される方は、市民活動支援課までメールにてご連絡く

パブリックコメント

方法については、市民活動支援課にお問い合わせいた

だくか、広報あびこ１月１６日号

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

活動あれこれ

年手賀沼の汚れは、最高

というもので日本一の汚れ方でした。「手賀沼を守ろ

う！合成洗剤追放運動」が、流山、柏、我孫子、沼南

で展開され直接請求が行われました。そして我孫子市

では、せっけん利用推進の条例が制定されました。

様々な市民、有識者、行政は手賀沼への思いを込め

月 3 日に 14

い手賀沼を愛する市民の連合会」（略称美手連）が設

2000 年には北千葉導水注水開始とな

り、手賀沼の水質は劇的に改善され、そして

継続したワースト 1 を脱

手賀沼が川のように流

れ、動物プランクトンが

増える間もなく水は流れ

ていき、生態系は新たに

2007 年「手

賀沼流域フォーラム」の事務局を美手連が受託し、柏、

流山、我孫子、白井、鎌ヶ谷、印西、松戸市の市民と

行政とで、「手賀沼にいのちのにぎわ

企画を展開しました。

我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針

市民活動ネットワークの皆さまにもご協力いただ

いている我孫子市市民公益活動支援指針の改訂案に

ついて、令和３年１月１８日（月）～２月１７日（水）

まで、パブリックコメントを実施しますので内容をご

確認いただき、忌憚のないご意見をお寄せください。

また、指針の改訂案についての説明会を１月２７日

（水）にオンラインで開催いたしますので参加を希望

される方は、市民活動支援課までメールにてご連絡く

トの閲覧場所や意見の提出

方法については、市民活動支援課にお問い合わせいた

だくか、広報あびこ１月１６日号、市ＨＰにてご確認

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

あれこれ◆◆

よみがえれ
＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝

年手賀沼の汚れは、最高 COD 数値は

というもので日本一の汚れ方でした。「手賀沼を守ろ

う！合成洗剤追放運動」が、流山、柏、我孫子、沼南

で展開され直接請求が行われました。そして我孫子市

では、せっけん利用推進の条例が制定されました。

様々な市民、有識者、行政は手賀沼への思いを込め

14 の市民団体により、「美し

い手賀沼を愛する市民の連合会」（略称美手連）が設

年には北千葉導水注水開始とな

り、手賀沼の水質は劇的に改善され、そして

賀沼流域フォーラム」の事務局を美手連が受託し、柏、

流山、我孫子、白井、鎌ヶ谷、印西、松戸市の市民と

行政とで、「手賀沼にいのちのにぎわい！」をと市民

企画を展開しました。 

我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針我孫子市市民公益活動支援指針ののののパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント

市民活動ネットワークの皆さまにもご協力いただ

いている我孫子市市民公益活動支援指針の改訂案に

ついて、令和３年１月１８日（月）～２月１７日（水）

まで、パブリックコメントを実施しますので内容をご

確認いただき、忌憚のないご意見をお寄せください。

また、指針の改訂案についての説明会を１月２７日

（水）にオンラインで開催いたしますので参加を希望

される方は、市民活動支援課までメールにてご連絡く

の閲覧場所や意見の提出

方法については、市民活動支援課にお問い合わせいた

、市ＨＰにてご確認

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆◆ 

よみがえれ
美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝

美しい手賀沼を愛する市民の連合会

数値は 78(㎎

というもので日本一の汚れ方でした。「手賀沼を守ろ

う！合成洗剤追放運動」が、流山、柏、我孫子、沼南

で展開され直接請求が行われました。そして我孫子市

では、せっけん利用推進の条例が制定されました。

様々な市民、有識者、行政は手賀沼への思いを込め

の市民団体により、「美し

い手賀沼を愛する市民の連合会」（略称美手連）が設

年には北千葉導水注水開始とな

り、手賀沼の水質は劇的に改善され、そして 27 年間

賀沼流域フォーラム」の事務局を美手連が受託し、柏、

流山、我孫子、白井、鎌ヶ谷、印西、松戸市の市民と

い！」をと市民

－７－ 

パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント

市民活動ネットワークの皆さまにもご協力いただ

いている我孫子市市民公益活動支援指針の改訂案に

ついて、令和３年１月１８日（月）～２月１７日（水）

まで、パブリックコメントを実施しますので内容をご

確認いただき、忌憚のないご意見をお寄せください。

また、指針の改訂案についての説明会を１月２７日

（水）にオンラインで開催いたしますので参加を希望

される方は、市民活動支援課までメールにてご連絡く

の閲覧場所や意見の提出

方法については、市民活動支援課にお問い合わせいた

、市ＨＰにてご確認 

【市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会

日時：

場所：

申込方法：「団体名」、「参加者名」を明記の上、

申込先：

問合せ：我孫子市市民活動支援課

担当：森山・飯塚

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

よみがえれ！！手賀沼
美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝

美しい手賀沼を愛する市民の連合会

㎎/ℓ)

というもので日本一の汚れ方でした。「手賀沼を守ろ

う！合成洗剤追放運動」が、流山、柏、我孫子、沼南

で展開され直接請求が行われました。そして我孫子市

では、せっけん利用推進の条例が制定されました。 

様々な市民、有識者、行政は手賀沼への思いを込め

の市民団体により、「美し

い手賀沼を愛する市民の連合会」（略称美手連）が設

年には北千葉導水注水開始とな

年間

賀沼流域フォーラム」の事務局を美手連が受託し、柏、

流山、我孫子、白井、鎌ヶ谷、印西、松戸市の市民と

い！」をと市民

そして美手連は、手賀沼調査を始めました。ハス群

落、魚・貝・プランクトン、

そして特定外来生物オオカワ

ヂシャ、ナガエツルノゲイト

ウ、オオバナミズキンバイな

ど増え続ける外来生物の大繁

茂と向き合い、行政、建設業

界の応援を得て大規模駆除実

験を３回続けてきました。

2020

本格的に駆除が行われること

になり、ようやく報われてほ

っとしましたが、

賀沼南岸のハス群落が枯れていました。

群落そのものが消えてしまいました。調査をしますと、

ハスだけでなくヒメガマ群落も、ほとんどが消えて

滅の状態です。今手賀沼に、何かが起こっているよう

です。

沼再生に向けてこれからも努力を重ねていきたいと

思っています。

パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント実施及実施及実施及実施及

市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会

日時：令和 3 年

10:00～

場所：Zoomにて開催。申込者にミーティング

パスコードを送信します。

申込方法：「団体名」、「参加者名」を明記の上、

1 月

へメールにてお申し込みください。

申込先： abk_shiminkatsudou@city.abiko.chiba.jp

問合せ：我孫子市市民活動支援課

担当：森山・飯塚

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

手賀沼 
美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝

美しい手賀沼を愛する市民の連合会

そして美手連は、手賀沼調査を始めました。ハス群

落、魚・貝・プランクトン、

そして特定外来生物オオカワ

ヂシャ、ナガエツルノゲイト

ウ、オオバナミズキンバイな

ど増え続ける外来生物の大繁

茂と向き合い、行政、建設業

界の応援を得て大規模駆除実

験を３回続けてきました。

2020 年度より県の事業として

本格的に駆除が行われること

になり、ようやく報われてほ

っとしましたが、

賀沼南岸のハス群落が枯れていました。

群落そのものが消えてしまいました。調査をしますと、

ハスだけでなくヒメガマ群落も、ほとんどが消えて

滅の状態です。今手賀沼に、何かが起こっているよう

です。 

美手連は、市民・行政と共に、美しく豊かな手賀

沼再生に向けてこれからも努力を重ねていきたいと

思っています。

実施及実施及実施及実施及びびびび説明会説明会説明会説明会

我孫子市

市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会

年 1 月 27 日（水）

～11:30（予定）

にて開催。申込者にミーティング

パスコードを送信します。

申込方法：「団体名」、「参加者名」を明記の上、

月 22 日（金）までに、市民活動支援課

へメールにてお申し込みください。

abk_shiminkatsudou@city.abiko.chiba.jp

問合せ：我孫子市市民活動支援課

担当：森山・飯塚 04-7185

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝美しく豊かな手賀沼再生に向けて＝    

美しい手賀沼を愛する市民の連合会  

そして美手連は、手賀沼調査を始めました。ハス群

落、魚・貝・プランクトン、

そして特定外来生物オオカワ

ヂシャ、ナガエツルノゲイト

ウ、オオバナミズキンバイな

ど増え続ける外来生物の大繁

茂と向き合い、行政、建設業

界の応援を得て大規模駆除実

験を３回続けてきました。

年度より県の事業として

本格的に駆除が行われること

になり、ようやく報われてほ

っとしましたが、2019 年、手

賀沼南岸のハス群落が枯れていました。

群落そのものが消えてしまいました。調査をしますと、

ハスだけでなくヒメガマ群落も、ほとんどが消えて

滅の状態です。今手賀沼に、何かが起こっているよう

美手連は、市民・行政と共に、美しく豊かな手賀

沼再生に向けてこれからも努力を重ねていきたいと

思っています。 

説明会説明会説明会説明会のののの実施実施実施実施

我孫子市 市民活動支援課

市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会

日（水）  

（予定） 

にて開催。申込者にミーティング

パスコードを送信します。 

申込方法：「団体名」、「参加者名」を明記の上、

日（金）までに、市民活動支援課

へメールにてお申し込みください。

abk_shiminkatsudou@city.abiko.chiba.jp

問合せ：我孫子市市民活動支援課 

7185-1111（内：

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  会長 八鍬

そして美手連は、手賀沼調査を始めました。ハス群

落、魚・貝・プランクトン、

そして特定外来生物オオカワ

ヂシャ、ナガエツルノゲイト

ウ、オオバナミズキンバイな

ど増え続ける外来生物の大繁

茂と向き合い、行政、建設業

界の応援を得て大規模駆除実

験を３回続けてきました。

年度より県の事業として

本格的に駆除が行われること

になり、ようやく報われてほ

年、手

賀沼南岸のハス群落が枯れていました。

群落そのものが消えてしまいました。調査をしますと、

ハスだけでなくヒメガマ群落も、ほとんどが消えて

滅の状態です。今手賀沼に、何かが起こっているよう

美手連は、市民・行政と共に、美しく豊かな手賀

沼再生に向けてこれからも努力を重ねていきたいと

ナガエツルノゲイトウ

オオバナミズキン

実施実施実施実施についてについてについてについて

市民活動支援課 

市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会

 

にて開催。申込者にミーティング ID

 

申込方法：「団体名」、「参加者名」を明記の上、

日（金）までに、市民活動支援課

へメールにてお申し込みください。

abk_shiminkatsudou@city.abiko.chiba.jp

  

（内：489） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

八鍬 雅子 

そして美手連は、手賀沼調査を始めました。ハス群

賀沼南岸のハス群落が枯れていました。2020 年には、

群落そのものが消えてしまいました。調査をしますと、

ハスだけでなくヒメガマ群落も、ほとんどが消えて

滅の状態です。今手賀沼に、何かが起こっているよう

美手連は、市民・行政と共に、美しく豊かな手賀

沼再生に向けてこれからも努力を重ねていきたいと

ナガエツルノゲイトウ

オオバナミズキン

    

についてについてについてについて    

 

市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会市民公益活動支援指針改訂案についての説明会】 

ID、 

申込方法：「団体名」、「参加者名」を明記の上、 

日（金）までに、市民活動支援課

へメールにてお申し込みください。 

abk_shiminkatsudou@city.abiko.chiba.jp  

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

 

そして美手連は、手賀沼調査を始めました。ハス群

年には、

群落そのものが消えてしまいました。調査をしますと、

ハスだけでなくヒメガマ群落も、ほとんどが消えて全

滅の状態です。今手賀沼に、何かが起こっているよう

美手連は、市民・行政と共に、美しく豊かな手賀

沼再生に向けてこれからも努力を重ねていきたいと

ナガエツルノゲイトウ 

オオバナミズキンバイ 



あびこ市民活動ネットワーク役員会報告（令和あびこ市民活動ネットワーク役員会報告（令和あびこ市民活動ネットワーク役員会報告（令和あびこ市民活動ネットワーク役員会報告（令和２２２２年年年年 1111１～１～１～１～12121212    月度）月度）月度）月度）    

■１１月度１１月度１１月度１１月度    役員会（１１月１２日）役員会（１１月１２日）役員会（１１月１２日）役員会（１１月１２日） 

１１１１、市民のチカラまつりの報告（資料参照） 

あびこ市民活動ステーション高橋さん 

２２２２、会報の発行について 

  印刷発送作業 11 月 14 日 午前中 

  1 月 15 日発行  

コロナ緊急アンケート第 2 弾の実施 

  ４００部印刷予定 

３３３３、市民活動支援課と役員との懇談会 

11 月 30 日 月曜日 10 時~11 時 30 分予定 

市役所分館 1 階 大会議室、 

４、分科会事業について 

 ★子ども応援団分科会 

生きづらさからの大脱出 Part３について 

実施日時、１１月２８日（土）13：30～15：30 

会場：南近隣センター多目的ホール 

・タイトル『（不登校の）支援者がつながるために』 

募集人数 50 名を超えたため、以降は Zoom 参加を考

えている。 

★市民活動支援分科会  

1 月 22 日    

高齢者の生活を支える地域活動についての関係者

意見交換会 

  ■１２月度１２月度１２月度１２月度    役員会（役員会（役員会（役員会（１２月１０日）１２月１０日）１２月１０日）１２月１０日）    

１１１１、各分科会からの報告 

★子ども分科会 

生きづらさからの大脱出 Part３ 支援者がつなが

るために 

会場出席者：５０人（うち市関係部署担当者：５名） 

Zoom 参加者：２０人 

講師：我孫子市教育研究所遠藤美香、悠々ホルン、 

伴火穂（専門学校講師） 

コーディネーター栗原祐子、 

スタッフ：あびこ市民活動ステーション高橋 

ACNW:宇野、関口、重田、柳川、中條、多田、遠藤 

エール：山本ほかボラン ティア２人 

子ども応援団：藪下、杉山、山本、 

     計 ８９人の参加があった。 

今後の活動について 

当日の映像データを YouTube で公開するのか検討

する。 

★まちづくり分科会 

市民のチカラまつり「嘉納治五郎ゆかりの地を歩く」

をもって今年度の活動終了とする。  

★市民活動支援分科会 

高齢者の手助けサミット１月２２日予定通り行う。 

２２２２、1 月 15 日の会報発行について 

会報５６号について予定原稿、ページ構成を説明し

た。 

３３３３、我孫子市市民公益活動支援指針案に伴う意見に 

    ついて 

我孫子市市民公益活動支援指針案について論議

した。 

４、我孫子駅発車メロディについて報告(中條・大和) 

  期限付きで２月まで 

今後の対応について、我孫子市と JR で協議交渉し

ている。 

１２月中には結論を出したい。(担当幹事 渥美) 

    

～～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆～～～～～☆    事事事事    務務務務    局局局局    かかかか    らららら    ☆☆☆☆～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

◆次号は４月 15 日発行予定です。会報に、催し、求人、他の会員への呼びかけなどの掲載を希望される場合は、 

事務局（メール a23se@cocoa.plala.or.jp ）まで、２月末日までにご連絡ください。 

◆アドレスご登録の会員には、この会報や、催しのご案内などをインターネットでもお届けしています。 

アドレスの新規登録をご希望の会員も上記にご連絡ください. 

◆各団体の役員・担当者・連絡先等に変更があった場合は、その都度、あびこ市民活動ステーションに 

Fax にてご連絡するようお願いいたします。（ Fax 04 7165 4370 ） 

  

    あ び こ 市 民 活 動 ス テ ー シ ョ ン か ら の お 知 ら せ 

 
 新年明けましておめでとうございます。コロナ時代に対応するよう、今年もオンライン講座を取り入れな
がら事業を進めていきたいと思います。 
 
■シニアのためのシニアのためのシニアのためのシニアのための ZoomZoomZoomZoom カフェカフェカフェカフェ 2222    

 昨年 7 月に、シニアがオンラインに踏み出すきっかけを作るために Zoom 講座を行ったと 
ところ、予想以上に好評でした。覚えたけれど使う機会があまりないというシニアのために、カフェ風の気
軽に参加できる講座を行うことにしました。 
 第 2 回目のテーマは、シニアがずっと学び続けるために Web サイトの学び情報を紹介します。 
再び外出自粛ムードになっていますが、インターネットを活用することで豊かな学びを手に入れ、プロダク
ティブな日々を送ることができます。 
＜日 時＞ 1 月 27 日（水）13：30～14：30    ＜場 所＞ 自宅から Zoom で参加 
＜講 師＞ 桑田 律子さん（ABICOM） 
＜内 容＞ シニアがずっと学び続けるための Web コミュニティの紹介 
＜対象・定員＞ Zoom で参加できる人、先着 20 人 ＜参加費 無料＞ 
＜申込先＞ あびこ市民活動ステーション 電話 7165－4370 
メール abikosks@themis.ocn.ne.jp 
     

－８－ 


