市民活動で、生涯現役を目指しています！
2003 年も終わりに近づいた頃、白井駅前センターの一角に『市民活動推進センター』なるも
のが出現！ 駅前センターを訪れるほとんどの利用者は、
「一体何が出来たのだろう」
・・・いやい
やそれどころか、目に入ることもなく前を通り過ぎ、駅前センター入口へと消えていった。
それから 6 年が経過し、当時に比べ市民にも知られるようになり、利用者も増えた。現在、こ
こに登録した 54 団体、約 1900 人の会員は様々な分野で公益活動や市民事業やボランティア活
動を展開している。
私自身は、印西・白井両市に在住の外国人に関係したＮＰＯ法人においての活動と、地元白井
の農産物の地産地消を促進する、などを目的にしたボランティア団体に加入し活動をしている。
私にとってこうした活動は、新たな人との出会いと交流、そして変化の激しい昨今の社会状況の
中で、自分の住むこの町は今何をしているのだろう？ またこれから先どう変わっていくのだろ
う？ そうした情報を手にいれることのできる大事な手段ともなっている。そして何よりも年齢と
ともに希薄になりがちな社会とのつながりに歯止めをかけ、そこへの生涯参加を容易にしてくれ
る手段でもあり続けてくれることだと思う。
さて、
「ボランティア活動に関心はあるけど・・・」
「何かしてみたいとは思うけど・・・」と、
まだ地域デビューを躊躇している皆さん、そろそろ始めの一歩を踏み出してみませんか？
『市民活動推進センター』には、市内の登録団体はもちろん、市外県外までの団体が企画する
イベントや講習会などの情報が満載です。まずはそこで興味のあることを探して、参加をするこ
とから始めてみてはいかがですか？
今や、経済高度成長期も終わり尐子高齢化社会の到来という厳しい状況下にあって、すべての
社会サービスを行政だけで担うのは丌可能であると言わざるを得ない・・・と、いうような難し
い事じゃなくても、自分の住む町の自然を守ってきれいにしたい、子育てに悩んでいるお母さん
たちにちょっとした手助けなら出来る、お年寄りの話相手になってあげたい、そんな思いを実行
に移せば、もうそれは立派な社会サービスの実現ですよね！
すでに活動を始めている多くの仲間があなたの参加を心待ちにしています、地域があなたの力を
必要としています。どうぞ、始めの一歩を踏み出してみてください。
（福岡 幸子・記）

市民活動推進センター 掲示板

市民活動推進センター 入り口

市民活動推進センター 受付

登録団体のご紹介
●まちづくり

白井駅前広場を守る会

目的と活動

会長

柏木 雅浩

白井駅周辺のまちづくりを応援し、地域の良好な景観と調和した健全で安全な住環境を維持することを目的とし
ています。会員は 20 名で、毎月定例会を開いています。
１．白井駅前広場を守る会・・・「守る会」のおいたち
白井駅前広場に高層マンション建設が公表。この場所は、白井市マスタープ
ランでセンター用地とされており、利便性の高い場所であり公共の用に供す
る利用とすべきと、平成 19 年 6 月に計画の白紙撤回を求めて結成。
２．活動状況
１）白井駅前マンション建設に係わる活動・・・計画の撤回を求めて白井市、
UR、千葉県企業庁と協議を重ねました。建設認可後、「守る会」は、周辺
住民の安全のために周辺自治会、PＴＡと施主、建設会社との工事協定を締結し、協定事項の遵守のため毎月
協議し、入居後についても周辺環境との調和のため、夏祭りなどの行事と共生を図りました。
２）白井市の立体駐輪場建設に係わる活動・・・平成２０年、白井、西白井駅に駐輪場を集約する立体駐輪場計画
が公表。
「守る会」は、付近に空地が多い、建設費より土地購入が安価、利便性、安全性の観点から平置分散
配置をパブリックコメントにて提案。平成２１年１月に「平置分散配置」へと計画変更されました。
３）白井駅北側へケーズ電気出店に係わる活動・・・平成２１年、駅北側の空地
へケーズ電気出店が公表。「守る会」は、ケーズ電気を招き、計画の住民説
明会を主催し住民の要望を直接伝え、近隣自治会と施主、建設会社との工事
協定を締結し、協定事項の遵守のため毎月協議し、現在は営業開始後の環境
保全に向けて協議をしています。
４）今後の活動予定・・・例えば、北総線の高運賃是正は最優先課題ですが、成
田新高速鉄道の開通に伴う周辺住民への影響(安全性、騒音)など、身近な問
題についても行動したいと考えています。

ご協力ありがとうございます
●福祉・いきがい

エコッちゃお
「エコッちゃお」は、もったいない！そのゴミ捨てないで！ から始まるペットボト
ルキャップ回収の活動をしています。回収して換金したお金でワクチンを医療協力団体
へ送ります。回収箱を中央公民館、福祉センター、白井駅前センター、桜台センター、
市民活動推進センターに設置しています。ペットボトルキャップは、白井工業団地協議
会経由でエコプライ製造工場にて再生されます。ペットボトルキャップは、さっと水洗
い・さっとひとふきをして回収箱に入れてください。ご協力をお願い致します。
問合わせ 石田 TEL445－0568
●国際協力

認定 NPO 法人 日本ブルキナファソ友好協会
ご自宅や会社などで使用しているプリンターのインクジェットカートリッジ、使い終
わったら捨てていませんか？ 日本ブルキナファソ友好協会(JBFA)では、使用済みカー
トリッジを回収して、援助事業費に使用しております。2009 年度は、白井市におい
て約 13,000 個（約 39 万円相当）を回収させていただき、ブルキナファソでの井戸
掘削費用に充当させていただきました。ご協力ありがとうございます。回収ボックスは、
市役所、図書館、各センターなどに設置しており、また国際協力への寄不、ＣＯ2 削
減にも繋がりますので、引き続きご協力の程お願いいたします。

問合わせ 松山 TEL498-0302
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白井の自然を考える会

板

第 12 回写真コンテスト写真展

テーマは「北総の四季」北総地域の自然、県北部で写された
行事、子供、動物たちの作品 100 点以上展示します。
ぜひご覧ください！
問合わせ 山口 TEL491-9291

★白井駅
2 月 7 日～2 月 18 日
★小室駅
2 月 21 日～3 月 3 日
★千葉ＮＴ中央駅 3 月 8 日～3 月 20 日

わくわく❤ドキドキ❤にっこり

第２回しろい人形劇まつり

2010 年 3 月 20 日（土）

1 部（午前）

2 部（午後）

白井市文化センター 中ホール

白井市保健福祉センター

11：00～12：00

12：45～15：30

特別公演 くわえ・ぱぺっとステージ

県内の人形劇団及び市内のよみき

「ともだちはブブとトト」他

かせ、音楽団体出演 展示

参加費 1,000 円（前売りあり）

参加費 200 円

子どもも大人もおはなしの世界にひたり、ほっとした時間を過ごしませんか！
※１部のチケットは、書苑（西白井駅前）、さくら（白井市文化センター２F）で
発売中です。
（2 才以下無料です）
※当日、スタッフ（受付や会場での見守り等）をして下さる方を募集しています。
問合わせ 新井 TEL/FAX 491-3595

白井国際交流協会

世界のダンス＆フード・フェスティバル 2010

あなたも、わたしも、外国の方も、みんなで楽しく手作りの世界のスナック＆
ケーキを味わい、世界各地のダンスや音楽を楽しみませんか。
日

時：３月 7 日(日) 午後 12：30 分～4：00 時（開場 12：00）

場

所：白井駅前センター・レクホール

参加費：300 円
＊白井市周辺に在住・在勤の外国人の方、歓迎します。
各国のダンスや音楽・・・オカリナ演奏やスイング・ジャズ・オーケストラの演奏。
タンゴ、フォルクローレ、フラメンコなどのダンス。そうらん踊り。みんなでサルサ大会など
世界のスナックやケーキ・・さまざまな国のお菓子を食べ比べます（参加予定、ヨーロッパ、南米、アジア、アフ
リカほか）

問い合わせ 白井国際交流協会事務局 TEL 445－3345

FAX 446－0936

新登録団体のご紹介
千葉ニュータウン
シニアアンサンブル

ＮＰＯ法人みどりと大地の会

しろい梨の会
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ています。

す。入会希望の方連絡ください。

荒川 TEL 492-7977

渡邉 TEL 445-8856

藤森 TEL 491-9379

第 3 回しろい市民活動まつり“2009”
600 名の市民が参加！
11 月 29 日、保健福祉センターにて開催しました。より
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に活動してもらい、心がつながりあう地域社会ためにと、市
民活動推進センターと、市、ボランティア協議会と連携・協
働しての「まつり」
。約 600 名の市民の皆さんが参加、多彩
な行事、展示を楽しんでいただきました。１階フロアーにて
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繰り広げられた、特別参加の南山中学校吹奏楽部、池の上小
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学校吹奏楽部、かたつむり（大正琴）の皆様の素晴らしい演
奏。白井ソーラン踊り、ひまわり連の皆様の迫力あるソーラ
ン踊り。フィナーレは小堀さんのアコーディオン演奏による
合唱。
「まつり」を大きく盛り上げてくれました。ありがとう

展
展 示
示

ス
スク
クエ
エア
アダ
ダン
ンス
ス

ございました。

市 民 活 動 推 進 センター
登録団体になりませんか！

推進センターでは、団体活動の推進を図るため登録制度を導入していま
す。現在登録されている団体の登録期間が 3 月 31 日で終了となります。
平成 22～23 年度（２年間）の登録は推進センターで 2 月 12 日～3 月
14 日の間受付けます。

登録対象は……白井市内で、市民の自発性・自立性に基づいて、広く社会一般の利益を目的とした（公益的な）活
動を継続的に行っている又は行おうとしている団体並びに個人。ただし、営利活動や宗教活動、
政治活動等は登録できません。

登録方法は……「市民活動団体等登録申請書」に必要事項を記入し、総会資料又は活動内容のわかる書類を添付し
て、推進センターに提出して下さい。

登録すると…… センターの機能をご利用できます。

会議室＊使用の２ヶ月前か
ら電話による予約を受付け
しています。

連絡ボックス＊団体相互の
連絡やチラシの配付などに
利用してください。

団体専用ロッカー＊団体が
備品などを一時保管するの
に便利です。

丁合い機＊印刷機
やコピー機もあり
ます。

＊詳しいことは市民活動推進センターにお問い合わせください。

《編集後記》 自分たちのまちづくりは自分たちの手で！ 新年度から多くの皆様にご参加いただき市民活動が
益々活発になり、尐しずつでも良くなるように願っています。登録をお待ちしています。 （岡本幸二郎・記）

