7月27日(日)「農業問題について」話そう
政策研究会 参加自由
柏市高柳近隣センター 13時〜
問合せ 090-3097-6849 宮下

8月3日（日）第３回トキサイ
アートワークショップ参加者募集中
詳細は右項参照

デ ジ カ メ 片 手 に GO !!

大好き「常盤平」をアートにしよう！
毎週金曜日19時からは常盤平地域活性隊の
定例会。無料・参加自由、イベントに参加
したい人やボランティアできる人は来てね。
場所は活性隊事務所（パソコンなんでも相
談）電話 047-388-8262

デジタルカメラで撮影してみませんか。
【日
時】
【展示場所】
【参加対象】
【募集人数】

【対 象】 中学生〜20代の青少年(小学生は不可）
【参加費】 無料（ボランティア保険料260円が必要です）
【申込み】 参加する本人がサポートセンターに直接来てください。
電話やFAX、代理の方などによる申し込みは受け付けません。
電話 047-365-5522 まつど市民活動サポートセンター
目 の網 膜はと らえ てい
た はずな のに ︑見 てい
ま せんで した ︒フ リマ
で店番していて︑ああ︑
風 が吹 いてく ると こん
な 葉ず れの音 がす るん
だ よな︑ とか ︑雲 って
地 上の 風の強 さと は違
う かんじ で流 れて 行っ
た りする んだ よな ︑と
か ︑い ろい ろ気づ きま
し た︒ 幼稚 園のと きは
当 たり前 に知 って いた
のにな︑と思いつつ︒
一 番予想 外だ った のは
月の暑 さで ︑麦 わら
帽 子で は日光 を避 けき
れ ず︑ 水を 飲んで も日
射 病にな りか かっ て意
識 が朦朧 とし てき て︑
た まら ず実家 に電 話を
か けて 父 の大 き な傘

︵ 雨傘 でし たけど ︶を
持 っ てきて もら いまし
た ︒そ んな ことも ︑わ
か らな くな って いたん
だ なと ︑実 感し たので
し た︒ 店に 来て下 さっ
た 方と お話 しした り︑
走 り回 って いる 子供た
ち をな がめ ていた り︑
いろんなことが私にとっ
て は楽 しかっ たで す︒
ほんとうは︑生活に困っ
て いる ので もっ と売り
上 げな きゃ いけな かっ
た 気も しま すが︑ とり
あ えず ヶ 月は 野たれ
死 にの 危険 がな さそう
な ので ︑ぼ けっ と楽し
ん でし まい ました ︒松
坂 屋ね ︑今 日は アイス
３ 割引 だよ ！っ て教え
て くれ たＭち ゃん ︑あ

フリ ーマ ーケッ トから の風 景
大西 佐頼︵ げんた堂 ︶

7月11日締切です。
夏 休みに ボラ ンティ アを しよう ！ −Let's体験!!2008参加者 募集
Let's体験!!2008は、中学生から20代の青少年を対象にしたボランティア
体験講座です。参加者は、夏休み期間を利用して市内のNPO・市民活動団
体・社会福祉施設でボランティアを体験します。
今年はなんと、39団体が受け入れに参加！ 活動分野も福祉・環境保全・
国際支援・まちづくりなどいろいろあるので、自分の関心のある活動を選
んで参加できます。
はじめての人でも安心して参加できるよう、体験の前にはオリエンテーショ
ンがあり、ボランティアについてみんなで考えます。また、体験の成果を
身につけるために、最後にふりかえりの会があり、みんなと一緒にボラン
ティア体験を話し合います。参加者には、松戸市長名の参加証を発行します。
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りが とう︒ 幸せ な時 間
をく ださっ たみ なさ ん
︵運営側でお世話になっ
た皆 さん︑ ステ ージ で
素敵 な演奏 を聴 かせ て
くれ た方た ち︑ 通り す
がり の方︑ お話 しし て
下さっ た方 ︶︑ あり が
とうございました︒

**

お 買物 は いつ も 活 性隊
を応 援し てく れ てい る

体験 」
ボ ラン テ ィ ア「 Let's

松坂屋
ストアーで

デザ イナ ーの 仕事は ︑
終電 で帰 れれ ばいい ほ
うで︑徹夜もしました︒
中途 半端 に 時 時 に
仕事 が終 わっ ても︑ タ
クシ ー代 なん て会 社か
ら出 ない し薄 給だか ら
お金 だせ ない ので床 で
寝て ︑朝 にな って から
銭湯 に行 った り︒ その
仕事 は楽 しかっ たし ︑
いろ いろ 学ん だこと も
あっ たし ︑後 悔は して
いま せん が︑ その とき
は︑ 常盤 平に 住ん でい
ながら︑空や風や雲を︑

松戸市長 名の参加証 がもらえる

**

地球 人のコラム

環境 問題 に取 組もう と
する と︑ どう して も政
治の 世界 が関わ っ てき
ます ︒そ こで︑ ﹁ 政策
研究 会﹂ とい う︑ 集ま
りを ︑作 りま した︒ ま
だ第 回 を経 たばか り
で︑ 世間 話程 度に 終わ
まし たが ︑多 くの 皆さ
んに もこ の会 に参加 し
てい ただ き環 境問題 に
つい て論 じる ととも に
実際 に環 境活 動に取 組
むつ もり です︒ また ︑
懇意にしているお寺で︑

第三 号で 初め ての短 い
編集 後記 を書き ます ︒
たっ た 回の 発行 でも
なか なか 大変で す︒ イ
ンタ ーネ ット 百科 事典
ウィ キペ ディ アに ある
ボラ ンテ ィア の定 義は
自発 性︑ 無償 性︑ 利他
性に 基づ く活 動とあ り
ます が自 発的に ︑ 報酬
を求 めず ︑み んな のた
めに やる のは 結構く じ
けそうになりますよね︒
いつ も︑ トキ サイ 関係
のお 手伝 いし てくれ る
方︑出演して下さる方︑
本当にありがとう︒

編集後 記

農作 業を 始めま した ︒
短い 時間 ですが ︑ 境内
の一 角で ︑環 境と 食の
問題 を実 感で きる時 を
過ごしています︒
︵忠久︶
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常盤平地域活性隊にご
協力ありがとうござい
ます︒

ザーフラン
や郷
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常盤 平地 域活性 隊も受 入れ団 体で す
6

昨年の 月︑第二回トキ

常盤平の街中を散策、自分の好きな場所、素敵だなと思った風景を
デジカメで撮影。お気に入りの写真にコメントを付けて展示します。
作品は参加者＆審査員で優秀作品を選び表彰（賞品も用意）します。
また作品は、松戸市主催の「松戸の景観スポット」の写真展にも応募します。
ぜひ、お気に入りの場所・紹介したいスポット、行ってみたい公園などを
初めてトキサイのフリー
マー ケッ トに参 加い た
しました︑大西です︒
むさ びとい う︑ 美術 大
学を 卒業し て︑ 会社 員
とし てグラ フィ ック デ
ザイ ナー をしな がら 絵
を描 いてい たこ とも あ
りま したが ︑今 は絵 を
描く ことで 生活 して い
ます ︒幼 稚園は 常盤 平
幼稚 園で︑ 引っ 越し て
小中 高大と 別の 場所 に
いま したが ︑常 盤平 に
また 住み始 めて 年 く
らいになります︒
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サイは準備が終わったと
ころで雷雨となり中止で
したが︑今年は梅雨の合
間に晴というラッキーな
トキサイでした︒今回も
竹内恵里さんの元気なピ
アノとボーカルで始まり︑
常連松戸サウンドセレク
ション︑松戸ハワイアン・
フラサークル︑ハンクマ
サ＆リジェンドカントリー
バンド︑ザ・ピーチツリー
フィズ︑ラスフローレス︑
トニー工藤トリオ＋１が
素晴らしい演奏を披露し
ました︒

7月19日(土)トニー工藤クァルテット+１
西白井駅前 アンの家 15時〜
問合せ 047-492-3020

8月3日（日曜日）9時40分受付開始 雨天決行 終了予定17時
松坂屋ストア別棟、トキサイサテライトスペース
小学３年生〜中学生まで
１５名
（５名ごと３チームにグループ分けで行動します）
【参 加 費】
無 料
【持参するもの】デジカメ・弁当・水筒・筆記用具・雨具・タオル等
【応募締切】
７月25日・応募者多数の時は抽選させていただきます
【応募方法】
名前・住所・学年・電話番号をご記入の上、下記宛てご応募下さい
常盤平地域活性隊（パソコンなんでも相談)
電話： 047-388-8262
FAX : 047-316-1620
Email : machiokoshi@tokiwadaira.org
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活性隊だより

7月12日（土）第15回トキサイ
11時から 無料

活性隊関連イベントスケジュール
7月と8月のイベント予定

初版
2008年7月1日
発行所
常盤平地域活性隊
電話 388-8262
編集 三羽士也
竹内恵里
宮下忠久
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