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一方、ここ白井市でも「暮らし先進地」を目指

代大統領となったバラク・オバマ氏が選挙戦を通

し、自分たちのまちのことは自分たちで決めると

じて国民に呼びかけ訴え続けてきた言葉である。

した横山新市政が発足した。われわれ市民も一致

就任式には 200 万人が詰めかけたと言われる中、

団結し、知恵と力を出し合い、市と協働して行政

テレビに映し出された若い黒人女性の目から涙が

に出来ない分野を補っていかねばなるまい。市民

そっと頬を伝った。苦難を乗り越え,希望を見出し

の一致団結とは、老いも若きもであるが、今年、

感動した涙であろうか？初の黒人大統領の誕生は

ベビーブーム最後の方々がリタイアされる。皆様

本当に画期的な事である。

が培われた知恵と経験を市民活動に役立てていた
だきたい。勿論学生さんや若い世代の方々にも参

彼は「黒人も白人もヒスパニック系もアジア系

加していただき、高齢者には「白井に住んで良か

のアメリカもない。あるのはアメリカ合衆国だけ

った」、若い人達には「白井に住みたい、白井で子

だ」と、国民の和と団結を訴えた。さらに「米国

供を育てていきたい」と・・・そんな魅力的なま

に変革の時が来た。我々は希望の道へ歩み出そう

ちづくりに取り組んでいきませんか？

としている」とし、ブッシュ大統領の一国強行主
義から各国協調主義へと路線の転換をした。75

今回は「まちづくり」をメインテーマとしまし

兆円の「グリーン・ニューディール」
、イラクから

た。次ページにその活動団体の紹介をしてありま

の撤退、グアンタナモ基地の閉鎖など矢継ぎ早に

すが、活動内容や規模は様々です。この他にも子

政策を打ち出している。そして「政府がやるべき

供たちの登下校の見守りや事故防止に取り組んで

ことはやるが、政府がやれることには限りがある。

いる団体、会員３人で白井駅・西白井駅周辺のゴ

挫折や失望もあるかもしれない。一緒に米国変革

ミの清掃を始めた団体など活動分野も幅広く、掲

の努力に加わってほしい」と国民に協力と責任を

載団体以外にも多数あります。こうした団体に入

求めた。

るもよし、また仲間同士で新しく立ち上げてもよ
し、まず自分達の出来ることから始めの一歩！踏
み出してみませんか？
（岡本幸二郎・記）

市の木「シイ」

市の花［サツキ］

市の鳥［ホオジロ］

身近なところから活動を始めてみませんか！
団体名

活動内容

ＮＰＯ法人コラボ白井

課題をＣＢ手法で解決を目指す

ＮＰＯ法人住みよい地域づくり推進協議会

自然観察、環境学習の開催

ＮＰＯ法人千葉ニュータウンプラットフォーム

情報発信による街づくり

ＮＰＯ法人日本住宅管理組合協議会千葉県支部

営繕及び管理

ＮＰＯ法人北総コラボレーション

まちづくり、スポーツ等の取り組み

健康文化都市夢ふれ愛サークル

夢のある健康文化都市を造る

こいのぼり祭り実行委員会

白井駅前にてこいのぼり祭りを実施

白井駅前広場を守る会

白井駅周辺地域のまちづくり

白井から金権政治をなくす会

金権体質を無くし、市民の政治への信頼回復

しろいＣＢ研究会

地域の課題を地域の人々がビジネス手法で解決

白井市市民活動推進センター連絡協議会

市民活動団体の活動促進

白井市に梨ブランデー事業からの撤退を求める会

梨ブランデー事業からの撤退を求める

白井社会ボランティアの会(ＳＳＶＡ)

より快適な“健康文化都市しろい”を目指す

新白井の会

住みよい白井に向け、活動

成東プロジェクト

活動の理念はʻ交流ʼ

ひよこ児童公園の環境を守り地域協力を促進する会

地域の親睦を図り、協力を進める

北総里山クラブ

里山を守り、２１世紀のまちをつくる

北総線の運賃値下げを実現する会(北実会)

北総線運賃の値下げ実現に向けての住民・陳情運動

まちづくり協力隊・双葉会

生きがいを感じながら、白井のまちづくり

しろい☆まちかど美術館」田中和八さんの体験談
落書きされる前に絵を描こう
しろい☆まちかど美術館は 2004 年に南山中学校の 3 年生が当時、落書きが多く美化活動として消そう
としたのが始まりです。何とかきれいにしたいという思いが、落書きされる前に絵を描こうという発想にな
り、まちかど美術館が立ち上がりました。最初に応募してくれた中学生の女子、子どもが生まれた記念にと
描いてくれた奥様、20 歳の記念にとグループ参加など徐々に増えて行き、今では堀込のトンネルには 20
作品あります。この活動をしていて絵を一気に描くよりも時間をかけて地域の方々とのふれあう事を重視し
ました。絵を描いていると皆さんからご苦労様、かわいい絵ですねと声をかけられ、向日葵の絵の作者には
本物の向日葵を頂いた事もあります。トンネル内が明るく感じ落書きも無くなりお礼を言われることも多
く、作者の方の努力が報われた思いがします。昨年秋には着工まで数年掛かりましたが、桜台のトンネルに
桜台小,中学校 PTA 有志、白桜会の協力によりこれまでと違い、全面 8 枚の絵を描くイベントを行い大勢の
人でトンネル内が一杯になるほどの盛況でした。活動を通じて全体的には上手な絵が多く、初期の目的通り、
今までは絵の描いてある所には落書きをされていませんが、
最近絵の無い場所に落書きが多く市役所の担当者が消しては書
かれの繰り返しです。まだまだ絵を描くスペースはあります、
描きたい方がいないと進まない事業です。市民団体、何かの記
念に、皆さんの力で落書きされる前に絵を描いてみませんか？
当会に興味のある方募集中です。（問合せ 田中 497-1229）

NPO 法人しろい環境塾
「第７回チェーンソー技術安全講習会」
里山保全活動に欠かすことが出来ないチェーンソ
ーの使い方の基礎、安全な使い方、危機管理方法を、
専門家から学びます。立木を使っての実習もありま
す。
日

時

2 月２８日(土)10 時〜15 時（雨天決行）

場

所 「白井運動公園隣接の森」

内

容 ・チェーンソーの基礎技術 ・安全な使い方
・立木を使っての実践 ・機器の管理方法等

講

師

木村正敏氏

（千葉県林業サービスセンター・安全管理指導専門家）

募集数

20 人

参加費

申込み

2 月 26 日(木)まで

申込先

上西

500 円

491-0660

白井国際交流協会
「第３回世界のダンス＆フード・フェスティバル」
外国の方々と一緒に、
踊って食べて、楽しい時間を
過ごしましょう。
①アマチュア・グループの歌
や踊り、楽器の演奏と合唱
②各国の珍しい料理、
スナック、ケーキの食べ歩き
③スウィング・ホワイト・ジャズ・オーケストラの生演
奏。ダンスとサルサ大会、レッスン付き。
日 時 3月8日(日)13:00〜16：00 (12:30 開場)
場 所 白井駅前センター・レクホール
参加費 300円 問合せ 事務局 445-3345
＊白井市にお住まい、あるいはお勤めの外国人の方々も
歓迎します。

しろい人形劇まつり実行委員会
「しろい人形劇まつり」
赤ちゃんから大人まで、人形劇、おはなし、影絵、
コンサート、パフォーマンス等で 1 日楽しめます。
市外からの６劇団が上演します。
日 時 3 月 22 日(日)11:00〜15:00
会 場 白井市文化センター（中ホール・プラネタリウム）
ウエルプラット
参加費 午前のプロ公演は 500 円 午後は 100 円
問合せ 鈴木 49１-5806
詳細は公民館等においてあるチラシをご覧下さい。

こいのぼり祭り実行委員会

〜 住民をつなぎ、伝統をつなぐこいのぼり 〜

白井市には年々戸建住宅やマンションが増え、新しい住民がどんどん入ってきます。その新しい住民の
方々と仲良くなるきっかけを作り、子ども達に伝統行事を体験して欲しい。子どもと大人が楽しく遊べ
るようなコミュニティの場所を作りたいと 2006 年・2008 年に白井駅南口で開催しました。こいのぼりは家
族のお祝い事。だからこそ、どこのご家庭でも大事にしまっています。大事なものを預かり、年に 1 度大空に泳
がせます。昨年は笹塚の新住民を含め多くの子どもさんが楽しんでくれました。この行事を今後は、白井駅周辺
自治会のお祭りとして認知してもらう活動をしていきたいと思っています。こどもは白井市の宝ですから。こい
のぼりの寄付、協力者いつでも歓迎です。

問合せ

田中

497-1229

白井の自然を考える会 〜 第 11 回写真コンテスト展の展示が始まります。 どうぞご覧ください。〜
＊テーマ「北総の四季」
：テーマは広い意味にとらえ、北総の自然や、身近な生活の息吹、たとえば屋外での
お子さんのスナップ、地域の行事の様子なども入ります。
＊場所 白井駅 2 月 9 日（月）〜 2 月２０日（金） 千葉 NT 中央駅 2 月 22 日（日）〜 3 月 5 日（木）
小室駅 3 月 7 日（土）〜 3 月 18 日（木）

12 月 7 日 保健福祉
センターにて開催

.「市民活動推進センター」が主管し、市民大学校、ボランティア連絡協議会、そして市と連携・協働し、よ
り多くの人々に、ボランティアや市民活動を知っていただこう、そして、ともに活動していただき、心がつ
ながりあう地域社会をつくっていただこうとの思いで、開催されました。37 団体とボランティア連絡協議
会が各ブースを使い展示、実演、販売、上映会などを行いました。「祭り」を盛り上げてくれたのは、南山
中学校の吹奏楽部の素晴らしい演奏、華やかな衣装で元気をいっぱい振りまいてくれるソーラン踊り、静寂
な大正琴の演奏、貴重な盲導犬の実演。喫茶「たんぽぽ」さんには、休みを返上して店を開けていただきま
した。子ども連れの家族など、約４００名の市民が参加して会場は熱気でムンムン。フィナーレは堀込の伊
藤さんのアコーディオン演奏により、懐かしき「うたごえ」を参加者全員で合唱し、盛り上がりました。

登録団体の活動紹介するリレートーク

アニマルフレンド「盲導犬の実演」

大好評！夢ふれ愛サークル
「そばサラダ」

フィナーレ「伊藤さんのアコーディオン演奏」

南山中学校吹奏楽部

白井パークゴルフクラブ

アニマルフレンド「盲導犬の実演」

「市民活動ネットワーク便覧」

厚生労働大臣賞授与

推進センターに登録している４８

手話サークル「梨の実」

聴覚障害者との交流の手段として「手話を学びましょう」と昭

団体の活動内容、参加の手引きなど

和 57 年、活動がスタートしました。手話の学習はもちろん、市、

を紹介した便覧（A5 版）を 3 月下

社協および V 連からの多くのイベントに積極的に参加、さらに手

旬に発行します。この「市民活動ネ

話講習会のお手伝いをし、現在にいたっています。この程長年の

ットワーク便覧」が団体間の情報交

活動に対し、厚生労働大臣から表

換や、交流を深めるために大いに活

彰されました。これからも、活動

用され、さらに活動の輪が広がるこ

の歴史を大切に、頑張っていきた

とを願っています。

いと思います。

次の場所で配布されます。
◆各公民館
◆市民活動推進
センター
◆市役所
(活動情報ｺｰﾅｰ)

《編集後記》 年が明けた、と思ったら早２月も半ばを過ぎてしまい
ました。１月行く、２月は逃げる、３月は去る、とはよく言ったもの、
などと感心しながら、人生かくの如し、なんて柄にもなくキュン！と
した後、紅梅白梅見ながら今年の桜花見の宴会は・・・？と、ルンル
ンルン！ で、今年の情報紙「フロンティア」も、部員一同ワキアイ
アイの下、ますますバージョンアップしてお届けして参りますので、
隅から隅までずーぃとご覧乞い願い奉りまする。
（福岡幸子･記）
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