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. みつける、はじめる、つながっていく。
わたしにできる、まちづくり。

あびこ市民活動ステーション情報誌

技を極めるより、楽しみ、
仲間をつくるためにスポーツを

vegan cafe「coto」
あびこのおいしいみーつけた！

白山、船戸地区を歩く
越岡禮子と行く、我孫子の小さな旅
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総合型地域スポーツクラブの中のひとつ「四小元気会」は、
名前の通り元気なシニアの集まり。競うより楽しむことを目的とした
スポーツを広め、地域仲間づくりを実践している。

まち活団体紹介

写真提供：四小元気会
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総合型地域スポーツクラブ四小元気会
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　総合型地域スポーツクラブの存在は、スポーツも市民活動とし
て捉えられることを教えてくれる。市内に6つあるクラブのうち
のひとつ、設立10周年を迎え記念誌を発行した四小元気会につ
いて、会長の伴一雄さん、副会長の森広嘉津子さん、山崎舜造さん
からお話をうかがった。
 
Q：四小元気会の成り立ちについて教えてください。
伴：2009年に発足準備が開始され、2011年2月、四小元気会と
して千葉県から認定されました。総合型地域スポーツクラブは、
文部科学省国民健康づくりの一環として行われており、全国に
3,000以上のクラブがあります。
　我孫子市は、中学校区に１つずつクラブを創設しました。体育
指導員が講習会を行って地域の人に興味を持ってもらい、参加者
の中から役員を選んでクラブを立ち上げ、その後半年間は市に支
援してもらって運営し、県に申請して認可されて独り立ちすると
いう仕組みです。四小元気会は、白山中学校の学校区として市内
で5番目に立ち上がりました。
Q：設立当時は、どのように運営していましたか。
伴：『広報あびこ』に募集記事がのり、23人が集まりました。ショー
トテニスなどをやるようお膳立てをしてもらい、いずれ自主運営
してくださいということになりました。始めて2年やそこいらで
自分達でやってくださいと言われても、なかなか手が挙がらず、
指導員から6人に呼びかけがあり役員になりました。私と森広は、
設立当時からの運営メンバーです。
森広：最初は会をどうするか漠然としていましたが、自主運営に
まかされて結局はよかったと思います。その頃みんな若かった
し、指導員も熱心でした。なつかしいです。
伴：暗闇からひっぱり出されてわけがわからない状態でした。臨
時総会をやり、正式に発足しました。しばらくの間、活動場所の選
定が大変でした。種目をやるにしても道具がなく、市民体育館か
ら借りていました。月2回、第1第3土曜日の午前中が定例活動、
太極拳、ペタンクなどを計画していきました。
森広：見たことも、聞いたこともないスポーツを教わって楽し
かったです。
伴：教える方も、一生懸命でした。我々もあれもやろう、これもや
ろうと段々種目が増えていきました。
Q：スポーツだけではなく、様々なサークル活動があると聞いて

います。
森広：何かやろうと思う時、ちょうど教えることのできる人がい
るという感じでサークルが増えていきました。
　たとえばコーラスは、ピアノの先生がいて指導してくれること
になったり、編み物をやろうというと、メンバーに得意な人がい
ました。無償で教えてくれたり、発表の場もつくってくれるなど、
人材に恵まれている思います。女子だけのカトレア会というラン
チ会もあり、2か月に1回の割合で楽しく行っています。
山崎：1人1サークルは入っていますね。
Q：会員はどのくらいいらっしゃいますか。
山崎：会員は約100人、かつて120人いたのでやや減少気味です。
からだを壊した人、コロナの影響もあります。ショートテニスや
健康体操などは、メンバーが増えてきています。
伴：会員の男女比は、男性25～ 30パーセントくらいで、女性の
方が多いです。
森広：四小元気会には、口コミで人が入ってきます。会の魅力を
メンバーが理解してくれているので、家にいるなら来ないかと
誘ってくれます。老人クラブではないので、年齢に関係なく入れ
るのもいい点です。
山崎：四小元気会は元気な高齢者集団ですが、今後は元気でない
人をどうするかが課題だと思います。
伴：健康体操がその受け皿になると思います。ストレッチ、筋ト
レなど、からだに故障のある高齢者が来ています。
Q：みなさんが入会したきっかけを教えてください。
伴：実は、スポーツは嫌いでした。中年になって太ってきたこと、
生活習慣病が心配でからだを動かさないといけないと考えてい
ました。退職した直後だったので、チャンスだと思い参加しまし
た。とにかく自分達が楽しくやりましょう、という精神でやって
います。
森広：50代の半ばに母の介護を終えて、自分の時間ができたけれど、
穴があいたみたいな気持ちでした。『広報あびこ』の記事とポスティ
ングされたチラシを見て、近いし、近所の人を全然知らなかったし、
スポーツが好きでからだを動かしたかったというのが理由で参加
しました。新しいスポーツを教えてもらって楽しくて、私が求めて
いたところでした。他の人にも知ってほしいと思いました。
山崎：68歳の時に入って7年になります。フランス映画でペタン
クを観て、こんなスポーツがあるんだと知って、やりたくて。並

木、根戸にもクラブがあったのですが、ここが一番近いというこ
とで選びました。
伴：女性はコミュニケーションのため、男性は何かを極めたいと
いう目標を持って来るように思います。四小元気会としての目的
は、技を極めることではなく地域でのつながりをスポーツを通じ
てつくることだと思っています。
Q：四小元気会で活動する魅力はどんなところですか。
伴：発足から4～5年は、ひとりで右往左往、悪戦苦闘していまし
た。今は6人の役員の他、運営委員も20人いて、理解してくれる
人が増えました。やることが決まれば協力してくれますし、迷う
時には副会長に相談して決めていきます。課題が起きるたびに、
連携や絆が強まっていくという人間関係ができて、それが宝だと
思っています。
森広：私も魅力は、人だと思います。居心地のいいクラブで、来れ
ば楽しく、声をかけてくれる人もいます。色々なサークルに関
わっているので、知り合いが増えました。親戚よりも会う回数が
多いというくらい、一緒の時間を過ごしています。それが財産で
す。これからも元気にからだを動かして、会のみんなとおいしい
ものを食べて、楽しい時間を共有して、仲間を大事にしていきた
いと思います。
山崎：暇な時間を有用に活用でき、ほどよく楽しんでいます。広く
浅く、多くの人達と付き合いながらやっていけたらと思います。

　伴会長は女性型クラブと言うが、女性も男性も忌憚なく意見交
換ができ、仲のよいクラブと感じた。競い合うスポーツは苦手
だったので、技を極めることを重視しないという視点が新鮮に感
じられた。高齢期からでもスポーツを楽しむことができると知
り、何かにチャレンジしてみたくなった。

総合型地域スポーツクラブ四小元気会

　2019年9月7日、手賀沼公園、アビスタの向かいにオープンし
た「coto（コト）」。我孫子では珍しいヴィーガン料理を提供する店
だ。ヴィーガンとは、植物性食材のみを使用し、肉・魚・卵・乳製品
やハチミツも使用しない調理法を指す。動物性食材を使わないと物
足りないのでは……という心配はご無用。メニューの一例として私
が食べたベジカキフライは、舞茸や豆腐などを使い、油で揚げるた
めボリューム満点。モチモチとした玄米も噛みしめるほどに味が出
る。どこか、日本の精進料理をほうふつとさせる。
　オーナーの妙子さんは、様々な食事法を体験する中でヴィーガン
料理を体得した。消化が早く、食べた後に身体が重くなりにくいと
感じ、１つの食の選択肢としてたくさんの人に知って貰えるきっかけ
になればとカフェを開店。軌道に乗り始めた頃に新型コロナが世界
を席巻し、1か月間店を休むことにした。その中で当初の予定に無
かったテイクアウトのランチＢＯＸをスタートさせたことにより、お客
さまも手賀沼公園の豊かな自然の中で、cotoのランチボックスを食
べる楽しみができた。
　ヴィーガン＝身体に良いから食べるのではなく、おいしいからまた
食べたくなる。使用食材や調理法に制限がある分、メニュー作りに
は時間がかかるが、ヴィーガンに興味がなかったり、初めてヴィーガ
ン料理を食べたりしたお客さまが「おいしかったです！」と笑顔を見
せてくれた時に嬉しさを感じるという妙子さん。白砂糖や小麦粉を
使わないスイーツも胃に優しく沁みわたる。食事、雰囲気共にcoto
の存在に癒される人はこれからも増えていくだろう。

食べるライター 片岡 綾
おいしいものを探して自転車で街を駆け巡る日々
の中、我孫子の食の豊かさに開眼。「食べるために生
きる」がモットーの40代一児の母。

2011年2月
100名
月例／ショートテニス、ペタンク、スポーツ吹矢、
　　　太極拳、グラウンドゴルフ
サークル／コーラス、健康麻雀、手芸、短歌、　　
　　　　　女子会
2,400円
TEL 04-7186-0435
kazuo-ban@jcom.home.ne.jp

設 立
メンバー
活動内容

年 会 費
お問合せ
メ ー ル

スポーツをきっかけにできた地域のつながりが財産

■「coto」
営業時間／ 11：30～ 16：00 
　　　　　 15：30 L.O.
営業日／土・日・月曜日
我孫子市緑1-11-36 
Tel. 非公開

心にも身体にも
心地良いカフェを目指す

グラウンドゴルフのメンバー　写真提供：四小元気会

左から山崎副会長、伴会長、森広副会長

ランチプレート1430円
（大豆ミートの唐揚げ・甘辛ソース） 

手前からRawチーズケーキ 770円
季節のマフィン430円～

木の看板が目印

naturalcafe_cotoで検索
［予約はこちらから］

写真提供：四小元気会

あびこのおいしい

おいしいから、また行きたくなる
ヴィーガンカフェ「coto」
おいしいから、また行きたくなる
ヴィーガンカフェ「coto」
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　我孫子宿の鎮守、八坂神社は我孫子駅南口から旧水戸道中の
交差点角にあります。室町時代の応永年間の創建と伝わる古社
です。村内安全と疫病退散を願って京都の八坂神社から祭神
素戔鳴命を勧請したと言われています。
　街道をやや西に進むと興陽寺の脇門があり、境内には相馬霊
場札所や我孫子宿本陣の小熊家墓所などがあります。平成に入り
本堂が立派に再建されました。この寺は今年の大河ドラマ「青天
を衝け」にも登場する徳川昭武のパリ万博の随行員「山高信離」
ゆかりの寺です。興陽寺は旗本、山高家の領地にあった唯一の寺
で信離は維新後、奈良、京都の国立博物館長になっています。
　墓地の裏門から直進する道を行くとめばえ幼稚園の前の道に
でます。少し右手に進むと小さなお堂があり、牛馬を守る馬頭観
世音が祀られています。堂内に残る三枚の絵馬は「向い目」「鶏」
「白鷹」が描かれています。各々、眼病や火伏せの祈願に奉納さ
れたもので今も千住に残る絵馬屋、吉田東斉が描いた作品です。

我孫子は歴史と文化が蓄積された街。

史跡や場所の由来を知ると、街歩きを深く楽しむことができます。

人の知らない我孫子を発見し続けている越岡禮子さんが、

お勧めのスポットをシリーズで紹介します。

施設利用のご案内

9：00～21：00
17時以降は予約のみ開館。17時以降のご予約は2日前までにお願いいたします。

https://abikosks.org/

毎月第2・第4月曜日 祝日は開館

〒270-1151 我孫子市本町3-1-2 けやきプラザ10F ／ TEL・FAX 04-7165-4370

abikosks@themis.ocn.ne.jp

～コーディネーターより～

　9月25・26日にけやきプラザとアビスタで開催された「市民のチカラまつり2021」。初日
は着物を着てあびじょカフェを開催、2日目は段ボールと戯れながらひみつ基地を創る子ども
たちのパワーに圧倒され、最後は多世代参加のアフリカンダンスで締めくくった。コロナ禍2
年目の開催で最も印象に残ったのは、マスクの下で弾ける子どもたちの笑顔だった。（片岡 綾）

第7回 白山、船戸地区を歩く

我孫子の小さな旅　
越岡禮子と行

く

堂前の道を手賀沼方面に進み、緩やかな階段を降りてさらに沼
辺の旧道を西に進み、「船戸の森」に入る階段を昇ります。森林
浴を楽しみながら広い緑地公園を拔けると左手に旧武者小路実
篤邸に続く小道があります。現在は許可を得ないと邸内の見学
はできませんが、実篤は大正5年に結核と診断を受け、志賀直哉
に転地療養のため我孫子にくることを薦められて約2年間この
地に住みました。幸いに誤診でした。自分達の理想を目指して建
設した「新しき村」を構想した地として知られています。帰りは
手賀沼ふれあい道路から我孫子駅方面に戻ることができます。

越岡 禮子
郷土史家／江戸東京散歩茜会 代表

まち活マガジン あびこ市民活動ステーション情報紙 No.20
発行日：2021年11月1日／発行元：あびこ市民活動ステーション  【指定管理者：（株）東京ドームファシリティーズ】
デザイン・レイアウト／人を通して障害を識るフリーペーパー「gente」編集長 大澤元貴

■開設時間

■休 館 日

我孫子で活動を「みつける」「はじめる」お手伝いをしています。

馬頭観世音のお堂旧武者小路邸（非公開）
写真提供：我孫子の景観を育てる会

我孫子駅

国道356号

銀行

天王台→←北柏

すさのおのみこと

のぶあきら


