
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第１８回 健康と福祉のつどい」開催！！！ 

新しい年を迎え、皆様にはお健やかにお過ごしのことと思います。我孫子北地区社会福祉

協議会委員一同、高齢者の見守り・世代間交流・子育て支援等この街で安心して暮らせるよ

う､地域に密着した活動に取り組んでおります。今年も、ご協力をよろしくお願いいたします。 

    さて、恒例の｢健康と福祉のつどい｣を開催します｡ 今回は､がんの治療と予防ついての講演 

や楽しいアトラクションなど盛りだくさんの内容を企画しました。 

お子さま・ご高齢者・ご近所の皆さまお誘いあわせの上ご来場ください。 （入場無料） 

日 時 平成 27 年 3 月 21 日(土)   9：40～15：30 （開場 9：15） 

場 所 あびこ市民プラザ・ホール（あびこショッピングプラザ内 ３階） 

内 容 講演 ｢がん―治療と予防―｣（10：00～11:30)   定員 200 名 

講師 高橋 一昭 先生 (名戸ヶ谷あびこ病院 院長)  

午後  ①ハンドベル：我孫子障害者福祉センターの皆さん 12：30～13：00   

②ジャグリング＆マジック  松戸奇術会の皆さん   13：00～13：30 

       ③健康体操～筋力アップ体操 健康生活サポート   13：30～14：00 

                        リーダー 田中 秀樹 さん 

④歌：｢アコーディオン演奏で懐かしい歌～みんなで歌おう｣類地 晋朗さん 14:00~15:00                

⑤健康介護相談 ⑥高齢者なんでも相談室⑦血管年齢測定 先着 70 名        

    ⑧骨健康測定 先着 70 名 ⑨頭の元気度測定 先着 20 名 

               上記⑤～⑨  第一会議室  12：00～15：30 

⑩折り紙コーナー すみれ会の皆さん  第二会議室   13：00～15：30  

午前･午後 パネル展示 ボランティア団体・障がい児者関連グループ(サロン) 

※ 詳細は、折り込みチラシをご覧ください。 

福祉ボランティア交流会 開催！！！   

我孫子北地区でボランティア活動をしている方々の事例 

を通して、相互の理解と連携を深め今後の活動に役立てて 

います｡毎年この時期に開催していますので､初めてボラン 

ティアをしてみたいという人も歓迎します。 

日 時 平成 27 年 2 月 8 日(日) 9：30～12：00  

  場 所 あびこ市民プラザ・ホール 
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水 仙 

前回の交流会のひとこま 
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☆各 部 会 の 事 業 報 告☆ 

【高齢者と小学一年生の昔遊び交流】            ＜世代間交流部会＞ 

昨年 10 月 1 日(水)に根戸小学校、31 日(金)に並木小学校で地域の          

高齢者と一年生との交流会を開き、楽しいひと時を過ごしました。 

並木小の生徒さんから、高齢者の皆さんたちに、こま・折り紙・紙と

んぼ・けん玉・ゴムだん・あやとり・めんこ・お手玉を教えてもらい、

上手に出来なかったけど楽しかったこと、うまくできて嬉しかったこと、

また学校に来てくださいとの感想をたくさんいただきました。 

その中には、「おじさんとあそびました。たのしくて、もりあがりまし

た。ありがとう、おじさん。」というメッセージもありました。 

【「やさしい介護教室」全５回が終了】         ＜ボランティア推進部会＞ 

福祉ボランティアの方々の活動を通して、お互いの 

理解を深め、今後の活動に役立てていただく交流会と 

して実施しました。 

今回は、つくし野荘の施設介護の考え方や現状、居宅 

介護の現状と各種サービスの紹介や利用方法等につい 

て話していただきました。5 回連続講座も 12 月に無事 

終了し、3 回以上の受講者に修了書が授与されました。 

なお、北地区以外の方もたくさん参加されました。 

【我孫子・並木地域エリア福祉懇談会】             ＜広報調査部会＞ 

我孫子・並木地域の懇談会（2014.10.4）は、他のエリア同様に有意義な情報交換の場と 

なりました。自治会によっては課題や特徴に多少の違いがありますが、関係者間のさらなる 

連携強化が求められております。 

市『高齢者支援課』より、65 歳以上の高齢化率の現状として我孫子市全体では 27%で、並木 

地区は 30%以上と高く、我孫子地区はマンション世帯の関係で比較的低い率という説明があり、 

介護保険の申請等心配なことは相談して下さいとのお話と、『高齢者なんでも相談室』からは、 

日常生活のこと等なんでも相談してほしい、電話は転送で夜間も繋がるようになっているので 

利用して下さいというお話がありました。 

地域からの出席者の皆さんからは、 

○老人会の会員が減少しており寂しい。若い人が入ってくれない。  

助けてほしい。勧誘する方法を教えてもらいたい。 

○雑草・空き家・高齢者・ゲリラ豪雨の雨水対策等で大変です。 

○防災組織はあるが、見直しが必要です。 

○防災訓練等役員に嫌がる人はいない、そんなに負担ではない。 

○朝 6 時 30 分にラジオ体操をしているが 20 人程集まる。 

○民生委員と連携を取り「安心カード」を全世帯に配布した。 

など参加者全員から意見をいただきました。 

また、ＮＰＯ法人よりファミリーサポートセンターの子育て事業の説明もありました。 
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【福祉作業所の製作品販売会とミニバザー】の開催     ＜文化交流部会＞ 

  北部地域文化祭の初日 11月 1日（土）障がい児者福祉作業所

の方々の製作品の展示即売会を開催いたしました。北地区社協の

ミニバザーも参加しました。あいにくの雨天にも拘らず地域の皆

さんにたくさん買って頂きました。当日は「お誕生日ありがとう

の会」の参加もありました。ご来場の方々に感謝申し上げます。 

【子育てサロン「わ」】の開催            ＜子育て支援プロジェクト＞ 

「輪」「和」・「笑い」の中でゆっくり過ごすサロンです。（共催：我孫子北まちづくり協議会） 

・開催日：毎月第 3火曜日 10：00～11：30（2/17、3/17、4/21） 

・場 所：我孫子北近隣センター並木本館 無料 申込不要 

・内 容：手遊び、おもちゃ遊び、月毎企画、誕生日おめでとう

等 

・月毎企画：2月は絵本を楽しもう、3月は保健師のお話、4月は

親子の工作（鯉のぼり） 

・対 象：0歳～未就園児とその保護者（毎回 20組くらいの親子

が参加されています。） 

〇参加者からは、友達がいなくて不安だったが「わ」へ来てそれが無くなった、等のほか自分

も子どもを遊ばせる時に非常に参考になった、という感想をいただきました。 

【子育てサロン「わ」掲示板】の発行        ＜子育て支援プロジェクト＞ 

  未就園児のための広場・イベントの情報誌です。（季刊、1000部発行） 

・33号 2月 1日発行。コラム記事は「絵本カフェ DEMI（デミ）」 

・にこにこ広場、アビスタ、けやきプラザ、すくすく広場、我孫子北地区の近隣センター等に

置いてあります。 

【委員研修会】                      ＜文化交流部会＞ 

  一期 2年の北地区社協委員改選の今年度は、新しい委員のために我孫子市の福祉施策の学

習会を実施しました。9 月・10 月・11 月の定例委員会の日に約 1時間をこれにあてて、市

の担当者を招き高齢者のための福祉、障がい者のための福祉、子どものための福祉について

解説していただきました。今後の活動に大いに役立てたいと考えています。 

【喫茶室を開店】 

  北部地域文化祭の 11月 1日～3日の 3日間、北地区社協

も参加するという意味を込めて今年も喫茶室を開設しまし

た。文化祭の展示を見た後のひと時、街路樹の紅葉を見なが

らコーヒー・紅茶と福祉作業所手作りのケーキ・クッキーを

楽しんでいただきました。ご来店ありがとうございました。

また北地区社協委員の OB の方々ご協力ありがとうござい

ました 



 

    電話訪問サービス 

  ～“もしもしコール”～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】昨年夏頃、市内某所でカニを見つけた。「清水ガニ」と呼んで、近傍でも普通に見かけた

ものだが、見なくなったと意識してからも数十年の月日が流れた。ところがドッコイ逞しくも、こん

なところで、と思うような場所で命をつないでいた。感傷に浸っている当方に、さも迷惑そうにサッ

サと隠れてしまった。そこは快適か、聞いてみたいところだが、せめてその環境は末永く残ってほし

いと願わずにいられない。そろそろ春も近い、また元気な顔を見せてくれるか楽しみだ。 （Ｈ・Ｓ） 

 

電話訪問サービス“もしもしコール”のご利用を！！ 〈利用料・無料〉 

“もしもしコール”は、電話をして、ご高齢の方やお身体の不自由な方の安否確認や 

        お話し相手をする“見守りネットワーク活動”の一環です。 

スタートして 10数年になり、ご利用者に喜んでいただいています。 

北地区社協の専用電話から、電話訪問サービス・ボランティアの方が、 

ご利用者のご希望の時間に、お電話を差し上げています。（自宅訪問はしません） 

～月曜日～金曜日：午前 9時 30分～10時 30分～ 

ご利用希望者、お勧めしてはと思われる方がおられましたら 

北地区社協へ、お気軽にご連絡、お問い合せ、御相談を！！(秘密厳守)  

 ＜電話訪問サービス・プロジェクト＞ 

 

 

 

“もしもしコール”に感謝！！ 

電話訪問サービス“もしもしコール”が始まってから、お世話になって

います。九十才になった独居者です。 朝、目が覚め、決まりきった仕事、

洗濯をしたり、布団を乾かしたり、雑用に追われます。  

 電話訪問担当者の皆様も、屹度お忙しい時間なのに、それを置いて私達

の為にお付き合いを戴き感謝をしております。  

 少ない時間の通話ですが、いろいろと教えて頂いたり、何となく親しみ

が湧き信頼も深まる想いで御座います。気持ちに潤いを感じます。 

 どうぞ今後とも、よろしくお願いいたします。 （M.O.） 

 

 

ご利用者のご感想など 

 

 

 

 

毎回 

楽しみ

にして

います 

ご利用者及び電話訪問サービスボランティア

を募っています。 

宜しくお願いいたします。 

 

いつも、感謝

しています。 

 

電話訪問ボランティアの勉強会 

この活動をより円滑にするため、話し方や傾聴に関する勉強会を行っています。 

   講座の内容の一部ですが、最近、以下のようなことを学びました。 

１． 話し方の心構え  ２．聞き手への対応  ３．表現の仕方  

～ 相手の価値を認めた表現、明るく・わかり易く話す等 ～ 

 

無料 

 

 話題？色々です。 

健康、気候、趣味 

習いごと、福祉 

等・・・・ 
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