
4

 
 
 

印印西西市市
いんざいし

国国際際
こくさい

交交 流流
こうりゅう

協協 会会
きょうかい

毎毎月月開開催催すするるフフレレンンドドシシッッププ・・カカフフェェ
がが、、外外国国人人市市民民ととのの語語ららいいのの場場ととななりり、、
国国際際親親善善とと異異文文化化のの相相互互理理解解をを深深めめるるここ
ととががででききてていいまますす。。  
小小学学生生ののイインンググリリッッシシュュ・・トトレレセセンン((外外国国
語語指指導導助助手手ななどどとと一一日日英英語語でで過過ごごすすイイベベ
ンントト))のの支支援援もも行行っってていいまますす。。

外外国国人人市市民民にに向向けけてて、、印印西西のの歴歴史史やや伝伝統統
をを紹紹介介すするるイイベベンントトのの企企画画にに積積極極的的にに取取
りり組組んんででいいききたたいいでですす。。  

日日本本人人市市民民とと外外国国人人市市民民ががおお互互いいのの文文化化をを
理理解解・・尊尊重重ししななががらら共共にに生生ききてていいけけるるまま
ちちづづくくりりにに貢貢献献すするるたためめにに立立ちち上上げげまましし
たた。。  

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

HH PP  ：：  wwwwww..iinnzzaaiiiiffaa..ccoomm  

活活動動場場所所  ：：  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館、、中中央央公公民民館館  

  ふふれれああいいセセンンタターーいいんんばば、、  

    そそううふふけけ公公民民館館、、小小林林公公民民館館等等  

活活 動動 日日  ：：  随随時時  

団団体体情情報報  

語語学学講講座座「「日日本本語語教教室室りりぼぼんん」」  

ままちちづづくくりり  

①①国国際際交交流流イイベベンントト（（ワワーールルドドフフェェスストト、、ババススツツアアーーななどど））のの開開催催②②語語学学講講
座座（（日日本本語語教教室室りりぼぼんん、、英英会会話話、、中中国国語語、、韓韓国国語語））のの開開催催③③外外国国人人ののたためめのの
無無料料相相談談④④小小・・中中学学生生のの国国際際交交流流支支援援。。

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

まま
ちち
づづ
くく
りり

44

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

メメイインンのの活活動動

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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木木下下
きおろし

ままちち育育
そだ

てて 塾塾
じゅく

旧旧木木下下河河岸岸のの問問屋屋のの蔵蔵をを無無償償でで借借りり受受けけ
「「吉吉岡岡ままちちかかどど博博物物館館」」ととししてて公公開開しし、、
保保存存・・活活用用ししてていいるる。。ままたた、、木木下下小小学学校校
のの子子どどももたたちちとと街街をを歩歩ききななががらら、、地地域域のの
学学習習にに取取りり組組んんででいいまますす。。  

木木下下駅駅圏圏にに多多くくのの人人がが訪訪れれててももららええるるよよ
ううなな活活動動ををししたたいいでですす。。  

木木下下・・六六軒軒にに残残るる蔵蔵やや町町家家、、歴歴史史資資料料等等
のの保保存存・・活活用用をを通通ししてて木木下下駅駅圏圏のの活活性性化化
をを図図るる。。  

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

 

：：  hhttttpp////kkiioorroosshhiimmaacchhiijjyyuukkuu..wweebb..ffcc22..ccoomm  

：：  吉吉岡岡ままちちかかどど博博物物館館  

    印印西西市市木木下下 11448844  

：：  毎毎月月第第 11 土土曜曜日日  1100::0000～～1122::0000  

団団体体情情報報  

町町家家寄寄席席  

ままちちづづくくりり  

吉吉岡岡ままちちかかどど博博物物館館のの運運営営、、公公開開歴歴史史講講座座のの開開催催。。木木下下小小学学校校のの歴歴史史散散策策のの
協協力力、、町町家家寄寄席席のの開開催催ななどど。。  

吉吉岡岡蔵蔵ののつつるるしし雛雛飾飾りり  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

まま
ちち
づづ
くく
りり

55

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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小小林林
こばやし

住住
す

みみよよいいままちちづづくくりり会会
かい

  

地地域域のの皆皆ささんんかからら「「あありりががととうう」」のの感感謝謝
のの言言葉葉ををいいたただだけけるるこことと。。  
各各種種イイベベンントトのの開開催催時時にに地地域域のの皆皆ささんんかか
らら寄寄付付ををいいたただだけけるるこことと。。  

ままだだ夢夢ののよよううなな話話でですすがが、、みみんんななのの居居場場
所所ととななるる「「家家族族食食堂堂」」やや「「カカフフェェ」」ななどど
ががででききたたらら良良いいなな、、とと思思っってていいまますす。。  

私私たたちち「「NNPPOO 法法人人小小林林住住みみよよいいままちちづづくく
りり会会」」はは22000044年年にに設設立立ししたた前前身身団団体体「「小小
林林ままちち育育てて塾塾」」かからら「「小小林林住住みみよよいいままちち
づづくくりり会会」」をを経経てて、、現現在在のの NNPPOO 法法人人設設立立
にに至至っってていいまますす。。「「行行政政のの手手がが届届かかなないい
元元気気ななままちちづづくくりり」」「「自自然然をを守守るる」」「「安安
心心、、安安全全」」やや「「生生ききががいいづづくくりり」」ななどどをを
実実現現ししよよううとと立立ちち上上げげたた団団体体でですす。。  

HH PP  ：：  hhttttpp::////kkoobbaammaacchhii..ccoomm//  

活活動動場場所所  ：：  当当会会事事務務所所（（印印西西市市小小林林北北 22--99））  
理理事事会会・・定定例例会会  11 回回//月月  
ココススモモププララザザ商商店店街街

（（健健康康ママーージジャャンン  33回回//週週  火火,,木木,,土土  午午前前//午午後後））  
小小林林駅駅周周辺辺ででのの各各種種イイベベンントトのの開開催催  

団団体体情情報報  

小小林林鯉鯉ののぼぼりり大大会会  

ままちちづづくくりり  

元元気気でで活活気気ああるる明明るるいいままちちづづくくりりををすするる。。  
・・小小林林鯉鯉ののぼぼりり大大会会  ・・ふふれれああいい健健康康ママーージジャャンン
・・小小林林ウウォォーーキキンンググ大大会会やや道道作作古古墳墳群群広広場場のの維維持持管管理理事事業業＆＆見見学学会会ななどど……

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

~~ふふれれああいい健健康康ママーージジャャンン~~  

生生ききががいいづづくくりり  健健康康・・福福祉祉  

まま
ちち
づづ
くく
りり

66

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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エエココネネッットトちちばば

企企画画提提案案型型協協働働事事業業ででススタターートトしし、、継継続続
ししたた取取りり組組みみでで、、花花畑畑もも充充実実、、来来場場者者にに
喜喜ばばれれてていいまますす。。リリピピーータターーととししてて何何度度
もも花花畑畑へへ足足をを運運ぶぶ方方もも！！！！  

季季節節ごごととのの花花植植ええでで印印西西のの花花どどこころろににしし
たたいい。。市市外外かかららののリリピピーータターーのの増増加加やや、、
ゆゆくくゆゆくくはは、、近近隣隣やや遠遠方方のの高高齢齢者者施施設設のの
おお出出かかけけススポポッットトななどど、、地地域域のの癒癒ししととふふ
れれああいいのの場場ととななるるここととをを目目指指ししてていいまま
すす。。  

地地域域のの自自然然環環境境ををよよりり親親ししみみややすすくくしし、、
人人々々のの心心がが安安ららぐぐよよううにに「「花花いいっっぱぱいい運運
動動」」をを展展開開ししてていいまますす。。環環境境保保全全・・美美化化活活
動動にに取取りり組組むむここととでで、、地地域域ココミミュュニニテティィのの
醸醸成成ににつつななげげたたいい。。誰誰ににででもも愛愛さされれるる花花をを
植植ええ、、誰誰ももがが花花にに親親ししんんででいいたただだききたたいい。。
花花がが地地域域のの絆絆ににななれれるるよよううにに。。  

活活動動場場所所  ：：  竹竹袋袋調調整整池池（（ひひょょううたたんん島島池池））  
    ((印印西西市市竹竹袋袋))  

活活 動動 日日  ：：  毎毎月月第第 22土土曜曜日日  

団団体体情情報報  

ひひょょううたたんん島島池池ののココススモモスス  

ままちちづづくくりり  

竹竹袋袋調調整整池池((ひひょょううたたんん島島池池))とと周周辺辺地地域域のの維維持持・・管管理理にに取取りり組組んんででいいまますす。。
季季節節のの花花植植ええでで景景観観維維持持とと定定期期的的なな草草刈刈でで環環境境保保全全をを実実施施しし、、市市民民にに憩憩いい・・
癒癒しし・・安安ららぎぎ・・健健康康増増進進のの場場をを提提供供ししてていいまますす。。  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

自自然然・・環環境境  奉奉仕仕活活動動  

まま
ちち
づづ
くく
りり  

77

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ハハロロハハロロ

フフィィリリピピンンとと日日本本のの参参加加者者一一人人ひひととりり
がが、、自自分分のの地地域域でで考考ええ、、行行動動しし、、ググルルーー
ププととのの連連帯帯とと協協力力ををすするるここととでで持持続続可可能能
なな社社会会変変化化ににつつななががっってていいるるとと思思いいまま
すす。。

事事業業評評価価ななどどのの導導入入とと、、組組織織基基盤盤強強化化にに
よよるる人人材材・・組組織織力力のの育育成成かかららのの事事業業拡拡充充
（（事事業業成成果果のの拡拡大大、、受受益益者者数数のの拡拡大大））をを
目目指指ししてていいまますす。。  

現現事事務務局局長長のの成成瀬瀬がが社社会会起起業業をを志志しし、、
22000088 年年フフィィリリピピンンののフフェェアアトトレレーードド雑雑
貨貨のの流流通通支支援援をを機機にに団団体体をを立立ちち上上げげまましし
たた。。市市民民一一人人ひひととりりののアアククシショョンンでで、、世世
界界のの貧貧困困やや環環境境課課題題がが削削減減さされれるるここととをを
実実感感ででききるる場場づづくくりりにに取取りり組組んんででいいまま
すす。。  

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

HH PP  ：：    hhttttpp::////wwwwww..nnppoohhaalloohhaalloo..oorrgg  

活活動動場場所所  ：：    シシェェアアオオフフィィスス（（東東京京都都港港区区芝芝））  

  各各自自自自宅宅（（リリモモーートトワワーークク））  

活活 動動 日日  ：：  随随時時    

団団体体情情報報  

ままちちづづくくりり  

フフィィリリピピンンとと日日本本ののパパーートトナナーーシシッッププでで、、①①生生計計向向上上事事業業（（フフェェアアトトレレーー
ドド・・ママイイククロロフファァイイナナンンスス））②②教教育育（（幼幼児児教教育育・・高高等等教教育育支支援援））③③啓啓発発（（環環境境
美美化化・・国国際際理理解解・・エエシシカカルルななままちちづづくくりり））にに取取りり組組んんででいいまますす。。

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

自自然然・・環環境境  平平和和・・人人権権  

88

まま
ちち
づづ
くく
りり  

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

ニニュューータタウウンン夏夏祭祭りり
なつまつり

実実行行
じっこう

委委員員会会
いいんかい

  

以以前前はは 1133 団団体体でで委委員員会会をを構構成成ししてていいまましし
たたがが、、現現在在はは内内野野、、原原山山地地域域のの 88 団団体体でで
ここれれかかららもも夏夏祭祭りりをを継継続続ししてていいここううとと強強
いい思思いいででいいまますす。。  

夏夏祭祭りりにに来来ててくくれれるる子子どどももたたちちのの笑笑顔顔をを
見見るるとと、、ななんんととかか夏夏祭祭りりをを継継続続ししてていい
かかねねばばとと思思っってておおりり、、様様々々ななハハーードドルル
をを乗乗りり越越ええななががらら取取りり組組んんででいいききたたいい
とと考考ええてておおりりまますす。。  

千千葉葉ニニュューータタウウンン地地区区ににはは様様々々なな地地域域かか
らら新新ししいい住住民民がが転転居居ししててききまますす。。代代々々受受
けけ継継ががれれててききたた伝伝統統ののよよううななももののももああまま
りり無無くく、、色色々々なな年年代代・・職職業業のの住住民民のの心心をを一一
つつににししよよううとと11998844年年にに発発足足ししたたとと聞聞いいてて
いいまますす。。22002200 年年ははココロロナナ禍禍でで開開催催ででききまま
せせんんででししたたがが、、22001199 年年ままでで 3366 回回のの開開催催
をを数数ええててききままししたた。。千千葉葉ニニュューータタウウンンでで
生生ままれれ育育っったた子子どどももがが大大人人ににななりり、、千千葉葉
ニニュューータタウウンンのの地地をを離離れれててもも帰帰っっててここれれ
るる場場所所ののひひととつつがが「「夏夏祭祭りり」」ででああるるとと思思
っってていいまますす。。

代代 表表 者者  ：：  

連連 絡絡 先先  ：：  

活活動動場場所所  ：：  ササザザンンププララザザ等等

活活 動動 日日  ：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

私私たたちち、、印印西西ニニュューータタウウンン夏夏祭祭りり実実行行委委員員会会はは毎毎年年88月月にに内内野野のの多多々々羅羅田田公公
園園ににてて夏夏祭祭りりをを開開催催ししてていいまますす。。毎毎年年55月月のの連連休休明明けけかからら実実行行委委員員会会がが動動きき
始始めめ、、月月 22回回委委員員会会をを開開催催しし、、夏夏祭祭りりをを迎迎ええまますす。。  

ままちちづづくくりり  

たた  たた  らら  たた  

まま
ちち
づづ
くく
りり

99

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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生生活活
せいかつ

ババススちちばばににうう友友
とも

のの会会
かい

  

ニニュューーススレレタターー発発行行のの度度にに会会員員がが協協力力しし
合合っってて各各戸戸配配布布ししてていいるるこことと。。毎毎年年行行うう
会会員員同同士士のの親親睦睦日日帰帰りりババスス旅旅行行。。

引引きき続続きき、、「「生生活活ババススちちばばににうう」」ののササポポ
ーータターー活活動動をを続続けけまますす。。特特にに、、新新型型ココロロ
ナナウウィィルルスス感感染染拡拡大大とといいうう未未曽曽有有のの事事態態
のの中中ににおおいいててもも、、新新たたなな足足ととししててのの「「生生
活活ババススちちばばににうう」」がが存存続続ででききるるよようう、、力力
をを合合わわせせてて PPRR 活活動動をを展展開開ししまますす。。

千千葉葉ニニュューータタウウンン住住民民のの皆皆様様やや来来訪訪者者のの
方方々々へへのの新新たたなな交交通通手手段段のの提提供供をを目目指指すす、、
住住民民・・民民間間ババスス事事業業者者・・学学識識経経験験者者のの三三者者協協
働働にによよりり誕誕生生ししたた路路線線ババススププロロジジェェククトトでで
ああるる「「生生活活ババススちちばばににうう」」。。そそのの運運行行がが安安
定定しし身身近近なな足足ととななるるよよううササポポーートトすするるたためめ
結結成成さされれままししたた。。  

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

活活動動場場所所  ：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

活活 動動 日日  ：：  毎毎月月 11回回定定例例会会    

団団体体情情報報  

「「生生活活ババススちちばばににうう」」をを応応援援すするるたためめののニニュューーススレレタターーのの発発行行やや、、節節目目((乗乗客客
1100 万万人人突突破破記記念念やや運運行行ルルーートトのの増増設設時時ななどど))ごごととののイイベベンントトをを企企画画すするるななどどしし
てて、、生生活活ババススちちばばににううをを応応援援ししてていいまますす。。ままたた、、市市民民活活動動支支援援セセンンタターーののだだんん
ごごままつつりりやや白白井井市市ののふふるるささとと祭祭りりへへ参参加加ししてていいまますす。。  

ままちちづづくくりり  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1100

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ニニュューータタウウンンかかららののままななざざしし

「「板板倉倉印印西西市市長長とと語語るる市市民民のの集集いい」」をを主主
催催ししてて、、多多くくのの市市民民のの皆皆ささんんににごご参参加加いい
たただだききままししたた。。参参加加者者かからら出出さされれたた質質問問
にに、、市市長長がが回回答答しし、、ままたた、、回回答答のの内内容容はは
毎毎回回チチララシシににししてて、、市市民民のの皆皆ささんんにに配配布布
ししてていいまますす。。  

「「ニニュューータタウウンンかかららののままななざざしし」」はは、、印印
西西市市をを中中心心にに住住みみよよいいままちちづづくくりりののたためめ
のの住住民民意意識識のの向向上上とと情情報報交交換換・・広広報報活活動動
ななどどをを行行っってていいまますす。。ＨＨＰＰ「「千千葉葉ニニュューー
タタウウンンかかららののままななざざしし」」ななどどでで自自由由にに情情
報報発発信信ししてていいまますす。。

☆☆政政治治はは生生活活でですす。。
現現在在のの政政治治はは、、皆皆ささんんのの生生活活とと未未来来をを、、本本
当当にに明明るるくくししててくくれれまますすかか？？市市民民・・住住民民のの
「「政政治治意意識識のの向向上上」」をを図図るるここととをを目目的的ににしし
てておおりりまますす。。

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

ＨＨ ＰＰ  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：： hhttttppss::////nnoommaannaazzaasshhii..wweebbnnooddee..jjpp//  

：：  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館等等  

：：  不不定定期期    

団団体体情情報報  

市市長長とと語語るる市市民民のの集集いいをを主主催催  

ままちちづづくくりり  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1111

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

報報告告会会チチララシシ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

いいーーままちち会会
かい

  

千千葉葉 NNTT中中央央駅駅前前北北口口花花壇壇にに一一年年中中花花をを咲咲
かかせせ、、居居住住者者・・来来街街者者のの目目をを楽楽ししまませせ、、
「「花花いいっっぱぱいいののままちち印印西西」」ををつつくくるる一一助助
ととししてていいまますす。。  

駅駅前前花花壇壇とと連連携携ししたた千千葉葉 NNTT 中中央央駅駅前前のの美美
化化活活動動のの継継続続とと駅駅前前のの魅魅力力度度アアッッププ（（北北
総総鉄鉄道道やや近近隣隣企企業業ととのの連連携携・・印印西西市市ととのの
役役割割分分担担のの明明確確化化））にに取取りり組組みみたたいいでで
すす。。  

千千葉葉ニニュューータタウウンン及及びびそそのの周周辺辺をを「「日日本本のの
玄玄関関口口ににふふささわわししいいままちち・・訪訪れれててみみたたいい
ままちち」」ににままちち育育ててすするる活活動動をを行行ううこことと。。  

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  
千千葉葉ニニュューータタウウンン中中央央駅駅北北口口花花壇壇  

：：  月月 22 回回  
（（原原則則第第 22・・第第 44木木曜曜日日午午後後））  
但但しし必必要要にに応応じじてて増増回回。。  

団団体体情情報報  

①①千千葉葉ニニュューータタウウンン中中央央駅駅前前花花壇壇ででのの月月 22回回以以上上のの維維持持管管理理活活動動②②年年 22回回のの植植ええ替替
ええイイベベンントト③③夏夏休休みみボボラランンテティィアアのの受受けけ入入れれ④④印印西西市市内内周周辺辺のの自自転転車車散散歩歩ママッッププ
（（66 種種））をを制制作作しし、、市市のの HHPPでで公公開開⑤⑤ままちちづづくくりり関関連連のの市市民民懇懇談談会会へへのの参参加加

ままちちづづくくりり  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1122

22

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

北北口口花花壇壇  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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「「明明日日
あ し た

のの印印西西
いんざい

」」をを 考考
かんが

ええるる会会
かい

  

「「毎毎年年具具体体的的ににテテーーママをを絞絞りり、、無無理理ををせせ
ずず着着実実にに、、我我々々ののペペーーススでで」」ををモモッットトーー
にに活活動動ししてていいまますす。。継継続続的的なな活活動動のの成成果果
ととししてて生生ままれれたた新新ししいい発発見見やや気気づづききをを広広
くく市市民民にに向向けけてて発発信信ししてていいまますす。。  

①① セセミミナナーーのの開開催催
②② 他他のの市市民民活活動動団団体体やや木木下下・・大大森森地地区区とと

のの協協働働・・交交流流
③③ JJRR 成成田田線線のの活活性性化化策策のの検検討討・・提提案案活活動動

ままちちのの成成長長・・発発展展のの原原動動力力はは、、我我々々市市民民とと
行行政政ががままちちづづくくりりのの方方向向性性をを共共有有すするるこことと
だだとと考考ええてていいまますす。。ととももににここののままちちをを愛愛
しし、、守守りり、、育育ててるる精精神神をを持持っってて行行動動・・協協働働
すするるたためめにに、、微微力力ななががららもも力力ににななるるここととがが
ででききれればばとといいうう想想いいかからら立立ちち上上げげままししたた。。  

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

活活動動場場所所  ：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

活活 動動 日日  ：：  定定例例会会  毎毎月月第第 22水水曜曜日日  

1133::3300～～1166::0000  

団団体体情情報報  

パパネネルル展展示示  

印印西西市市ののままちちづづくくりりのの観観点点かからら、、「「東東洋洋経経済済  都都市市デデーータタパパッックク」」発発表表のの住住みみよよ
ささラランンキキンンググのの分分析析評評価価ををしし、、ここれれかかららののままちちづづくくりりのの方方向向性性をを探探っったた((22001199
年年))。。同同じじ観観点点かからら「「ふふれれああいいババスス((印印西西市市ココミミュュニニテティィババスス))」」のの在在りり方方ににつついい
てて、、55項項目目のの提提言言をを行行っったた((22002200 年年))。。  

ままちちづづくくりり  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1133

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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時時事事
じ じ

問問題題
もんだい

懇懇話話会会
こんわかい

  

会会員員ははシシニニアア層層だだがが、、ままじじめめででややるる気気
満満々々。。何何ととかか今今のの日日本本をを良良くくししたたいいととのの
思思いいかからら意意見見交交換換もも活活発発でで、、ボボケケ防防止止にに
もも役役立立っってていいまますす。。  

①① 最最近近でではは「「日日本本政政府府ののココロロナナ対対策策のの評評
価価」」「「ココロロナナ後後のの日日本本」」「「菅菅新新政政権権のの主主
なな政政策策課課題題」」ななどど、、ホホッットトなな時時事事問問題題にに
つついいてて学学習習ししたたがが、、今今後後ももここののススタタンンスス
でで継継続続すするる。。

②② 会会員員はは現現在在1155名名だだがが、、他他のの会会員員のの参参画画をを
募募集集ししてていいまますす。。大大学学生生等等ととのの連連携携もも視視
野野にに入入れれたたいい。。

時時代代はは大大転転換換期期のの真真っっ最最中中。。我我々々シシニニアア層層
ととししててもも、、まますすまますす日日本本のの行行くく末末にに目目がが離離
せせなないい。。従従っってて、、昨昨今今のの時時事事問問題題ににつついいてて
学学習習しし、、問問題題意意識識をを鮮鮮明明ににしし、、国国民民のの一一人人
ととししてて社社会会にに貢貢献献ししてていいくく必必要要ががああるる。。ここ
ううししたた認認識識かからら、、22001177 年年 99 月月にに立立ちち上上げげ
ままししたた。。  

団団体体情情報報  

日日本本やや世世界界のの政政治治、、経経済済、、文文化化、、歴歴史史ななどどにに関関すするる時時事事問問題題ににつついいてて、、会会員員
かかららレレポポーートトしし、、会会員員間間でで議議論論ををしし、、問問題題認認識識をを深深めめるる。。過過去去1199回回のの実実施施テテ
ーーママはは下下記記のの通通りり。。  

活活動動場場所所  ：：  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館  

活活 動動 日日  ：：  第第 33土土曜曜日日((22 かか月月ごごとと))1100::0000～～1122::0000((原原則則))  

1 回「自民党の憲法草案について」 
2 回「スマート農業について」 
3 回「日本のメディアの現状」 
4 回「第 4 次産業革命について」 
5 回「日米地位協定の問題」 
6 回「グローバリズムの終焉と日本の進路」 
7 回「対米従属の構造」 
8 回「アメリカの農業、アグテック、小売業のトレンド」 
9 回「AI と近未来の人間社会」 
10 回「Fintech 革命」 
11 回「平成 30 年間と令和の時代」 
12 回「地政学とは何か」「脱原発」「G20 大阪サミット」 
13 回「日本が売られる」 
14 回「日本は独立国家か」 
15 回「戦争はなぜ起きるか」 
16 回「カルロス・ゴーン事件と日本の人質司法」 
17 回「ベトナム人技能実習生の話」 
18 回「新型コロナウイルスと日本政府の病理」 
19 回「コロナ後の日本」 

ままちちづづくくりり  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1144

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

過過去去 1199 回回のの「「実実施施テテーーママ」」  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。



15

ゲゲーーミミフフィィケケーーシショョンン研研究究会会
けんきゅうかい

 

22001188年年1111月月ににはは約約110000人人、、22001199年年1122
月月ににはは約約 11,,000000 人人ののユユーーザザーーがが参参加加ししたた
イイベベンントトをを開開催催ししままししたた。。一一番番遠遠くくかからら
訪訪れれたた人人はは中中国国かからら！！

ココロロナナ禍禍がが落落ちち着着いいたた頃頃ににままたた新新たたなな企企
画画をを開開催催ししてて、、ままちちおおここししにに貢貢献献ししたたいい
とと考考ええてていいまますす。。

ゲゲーームムののイイベベンントトはは通通常常ゲゲーームム提提供供会会社社
がが開開催催ししまますすがが、、IInnggrreessss のの公公式式イイベベンン
トトのの一一部部ははユユーーザザーーがが開開催催ででききまますす。。
我我々々はは、、印印西西のの企企業業のの方方々々とと協協業業ししなながが
らら、、ゲゲーームムをを愛愛好好すするる人人たたちちにに千千葉葉ニニュュ
ーータタウウンンのの魅魅力力をを体体験験ししててももららいいたたくく団団
体体をを立立ちち上上げげままししたた。。

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

HH PP    ：：hhttttppss::////mmdd22001199..ggaammee--ccnntt..nneett//  

((過過去去ののイイベベンントト紹紹介介))  

活活動動場場所所  ：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

22001199..1122..イイベベンントトででののカカーードド  

NNiiaannttiicc 社社((PPookkéémmoonn  GGOO！！をを作作っってていいるる会会社社でですす))のの IInnggrreessss とといいううススママホホのの AARR 位位置置
情情報報ゲゲーームムをを通通じじてて、、ゲゲーームムユユーーザザーーにに千千葉葉ニニュューータタウウンンをを訪訪れれててももららううイイベベンントトをを
開開催催ししてて、、地地域域ののままちちおおここししにに貢貢献献すするるたためめのの活活動動をを行行っってていいまますす。。  

ままちちづづくくりり  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1155

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

のの行行 政政
ぎょうせい

とと議議会会
ぎ か い

をを話話
はな

すす会会
かい

  

22001188 年年「「印印西西市市議議会会議議員員事事情情」」  
22001199 年年「「続続・・印印西西市市議議会会議議員員事事情情」」  
ののパパネネルル展展示示、、小小冊冊子子をを発発行行ししままししたた。。  

①① 各各種種研研修修会会、、勉勉強強会会へへのの参参加加、、自自己己啓啓発発
②② 情情報報収収集集、、調調査査活活動動
③③ 市市職職員員、、市市議議会会議議員員ととのの懇懇談談会会実実施施

行行政政開開催催のの審審議議会会等等並並びびにに市市議議会会定定例例
会会・・各各種種委委員員会会をを傍傍聴聴しし、、行行政政並並びびにに市市
議議会会がが市市民民のの福福祉祉増増進進にに寄寄与与すするるよよううにに
注注視視・・認認識識しし、、メメンンババーー間間ででのの情情報報共共
有有・・意意見見交交換換ををすするるここととがが目目的的でですす。。  

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

団団体体情情報報  

審審議議会会等等並並びびにに市市議議会会定定例例会会・・各各種種委委員員会会のの傍傍聴聴をを通通ししてて、、行行政政・・議議会会をを注注視視・・
認認識識しし、、メメンンババーー間間ででのの情情報報共共有有・・意意見見交交換換。。  
定定例例会会((毎毎月月末末火火曜曜日日))、、だだんんごごままつつりりへへのの参参加加。。  

ままちちづづくくりり  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1166

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

：　 印西市市民活動支援センター 

：：   毎毎月月末末火火曜曜日日 99::0000～～1122::0000 

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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市市民民
し み ん

オオンンブブズズママンン印印西西
いんざい

市市民民目目線線ででのの活活動動かからら公公文文書書のの開開示示請請求求
等等でで疑疑問問なな点点にに関関すするる調調査査をを行行いい、、行行政政
不不服服審審査査会会、、情情報報公公開開審審査査会会へへのの審審査査請請
求求やや住住民民監監査査請請求求等等をを実実施施ししてていいまますす。。  

市市民民オオンンブブズズママンン印印西西のの活活動動にによよっってて
「「市市民民のの知知ららなないい税税金金ののムムダダ遣遣いいのの事事
例例」」「「市市議議会会議議員員のの活活動動はは市市民民のの声声をを
市市政政にに反反映映ししてていいるるかか？？」」等等のの情情報報をを
市市民民へへ広広報報すするるたためめのの活活動動をを進進めめてておお
りりまますす。。  

全全国国及及びび千千葉葉県県内内のの市市町町村村ににはは、、市市民民オオ
ンンブブズズママンン組組織織ががあありり活活動動ししてていいまますす。。
ししかかしし、、印印西西市市内内ににはは市市民民オオンンブブズズママンン
のの活活動動団団体体ががあありりまませせんん。。そそここでで千千葉葉県県
市市民民オオンンブブズズママンンのの会会員員かからら、、市市内内のの有有
志志にに呼呼びび掛掛けけてて 22001199 年年７７月月にに立立ちち上上げげ
ままししたた。。

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：： 市市役役所所、、市市議議会会、、各各委委員員会会等等、、 

印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー 

：：  不不定定期期   

団団体体情情報報  

①①税税金金ののムムダダ遣遣いいははなないいかか？？②②入入札札はは適適正正にに行行わわれれてていいるるかか？？③③行行政政がが行行うう
各各事事業業等等をを、、議議員員はは適適正正にに審審査査ししてていいるるかか？？④④市市議議会会でで市市民民かかららのの「「陳陳情情・・
請請願願等等」」はは適適正正にに審審議議さされれてていいるるかか？？等等ににつついいてて議議員員のの活活動動状状況況をを広広くく市市民民
にに知知ららせせまますす。。

パパネネルル展展示示のの様様子子  

ままちちづづくくりり  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1177

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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千千葉葉
ち ば

ニニュューータタウウンン中中 央央
ちゅうおう

北北地地区区
き た ち く

をを  

素素敵敵
すてき

ななままちちににすするる会会
かい

  

会会員員ははみみんんなな、、千千葉葉ニニュューータタウウンン中中央央北北
地地区区のの景景観観のの良良ささをを熟熟知知ししてていいまますす。。  
ほほととんんどどのの活活動動はは、、個個々々のの会会員員のの自自発発的的
((ボボラランンタタリリーー))なな行行動動のの積積みみ重重ねねでで行行わわ
れれてていいまますす。。  

ままちちづづくくりりととココミミュュニニテティィづづくくりりにに力力がが
注注ががれれててききたた事事実実のの共共有有、、及及びび一一人人ひひとと
りりのの日日ごごろろのの小小ささなな取取りり組組みみをを始始めめととすす
るる素素敵敵ななままちちづづくくりりをを積積みみ重重ねねるるこことと。。  

ままちちづづくくりりととココミミュュニニテティィづづくくりりにに力力がが注注
ががれれててききたた素素敵敵なな千千葉葉ニニュューータタウウンン中中央央北北
地地区区をを、、まますすまますす素素敵敵なな地地区区ににししてていいくくここ
ととにに賛賛同同すするる千千葉葉ニニュューータタウウンン中中央央北北地地区区
住住民民とと、、理理念念にに共共鳴鳴すするる人人々々がが、、そそのの意意識識
をを互互いいにに誇誇りりとと励励みみににししてて日日ごごろろかからら素素敵敵
ななままちちづづくくりりをを心心ががけけるるたためめにに立立ちち上上げげまま
ししたた。。  

代代 表表 者者  

連連 絡絡 先先  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  
：：  小小倉倉台台小小学学校校北北側側歩歩道道  

：：  苗苗のの育育成成・・入入手手・・植植付付けけはは各各自自のの 

都都合合ががつつくくとときき。。  

潅潅水水・・除除草草ははほほぼぼ毎毎日日。。  

団団体体情情報報  

乱乱暴暴なな除除草草がが繰繰りり返返さされれてて灌灌木木のの殆殆どどがが失失わわれれたた小小倉倉台台小小学学校校北北側側歩歩道道のの植植
栽栽帯帯をを、、雑雑草草・・砂砂利利のの除除去去かからら始始めめてて、、個個々々のの会会員員のの工工夫夫にによよりり、、色色々々なな花花
がが咲咲くく花花壇壇ととししてて再再生生しし、、維維持持ししてていいまますす。。  

ままちちづづくくりり  

自自然然・・環環境境  

まま
ちち
づづ
くく
りり

1188

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ま
ち
づ
く
り

連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。




