
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

～平成２７年度の活動が始まりました～ 

                我孫子北地区社会福祉協議会・会長 小松弘道  

 

4月 18日、北地区社会福祉協議会の平成 27年度総会を開催しました。 

委員は、原則 2 年間の任期で委嘱されます。しかし、選出母体のご事情 

で、1 年の方もおられ、今回 若干の方々が新任されました。（P4 ご参照） 

事業方針、予算も決まり、各部門の委員の所属の再確認が行われました。 

本年も、より良い地域福祉のネットワークを目指して、各自治会、ボ

ランティア団体、民生児童委員、特に地域居住の皆様と協働して「見守り」活動も、より

推進していきたいと思います。 何卒ご協力の程、お願い申し上げます。 
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北 地 区 社 協 っ て・・・ 何 ？ 

 地区社会福祉協議会（地区社協）では、自治会、民生委員、各種団体、 

個人有志の方などの地域の住民がボランティアとして参加し、地域住民 

の手によって、地域福祉の推進を担っています。 

 北地区社協は、布施・久寺家・つくし野・並木・我孫子・根戸の地域 

でともに支えあい、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ボランティアの地域住民

が様々な活動をしています。 

 少子高齢社会での地域社会では一人っ子や単身・高齢者世帯が増え、人とのつながり

が少なく、孤立しがちな人が多くなっています。こうした中で地区社協の地域福祉への

役割が求められていると思います。楽しくて為になる行事が沢山ありますので、子ども

さんから高齢者の皆さんまで、ぜひお出かけいただきたいと思います。行事などは、そ

の都度広報やチラシ、ホームページ等でお知らせします。ホームページは北地区社協で

検索してもご覧いただけます。 
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４地域で開催する「エリア福祉懇談会」について      ＜広報調査部会＞ 

今年も我孫子市北地区の福祉活動強化の一助として、「エリア福祉懇談会」を開催します。 

① 久寺家・布施地域：8 月下旬 ②根戸地域：9 月上旬  ③つくし野地域：9 月下旬 

④我孫子・並木地域：10 月中旬 どうぞ皆様のご協力をお願いします。 

「認知症サポーター養成講座」の参加者募集！！   ＜ボランティア推進部会＞ 

  認知症 800 万人時代、他人事ではない。地域の皆様で支え合いましょう！ 

日 時：平成 27年６月 13日(土) 9:30～12:00              

会 場：あびこ市民プラザホール                     

受講料：無料 オレンジリング・修了証発行 

講 師：我孫子地区高齢者なんでも相談室、室長 柳澤美恵子        

定 員：50名 （６月５日まで要予約） 

「やさしい介護教室」企画中！！         ＜ボランティア推進部会＞ 

現在、市の高齢化率は 27％ 介護する側、される側、明日は我が身。事前にご準備を！ 

内 容：8月～12月・・・全 5回 

「障がい児者団体・関連施設との懇談会」開催！！     ＜文化交流部会＞ 

市内 37の団体とまちかど相談室 5ヵ所、我孫子市障害福祉支援課にも 

お声掛けして懇談会を開催いたします。民生児童委員会にも出席を依頼 

しました。どなたでもご出席下さい。 

日 時：7月 1日（水）9時 30分～12時  

会 場：つくし野コミュニティホール 

申 込：6月 20日 (土)まで  

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：北まちづくり協議会） 

★毎月第 3火曜日 10時～11時半 (6/16,7/21,8/18～) 

★北近隣センター並木本館 無料 申込不要 

★手遊び、おもちゃ遊び、【月毎企画：６月お絵かき（雨雨ふれふれ）、7月保健師のお話、 

8月小麦粉粘土遊び、9月お絵かき】 

★0歳～未就園児とその保護者 申込不要   

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・イベントの情報紙です。(季刊：1,000部発行) 

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。 

★34号（5/1発行）のコラム記事は「親子で楽しむおはなしかい」（旧ミッフィータイム）を 

紹介しています。 

申込・問い合せ：北地区社会福祉協議会 電話・FAX：7165‐3434（月～金） 

☆各部会の事業案内☆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 氏 名 担  当 役 職 住 所 氏 名 担  当 役 職 

久寺家 野口 治作 世代間・B  つくし野７丁目 佐藤 悦郎 広報調査・A 書 記 

久寺家 1 丁目 北村千栄子 ボランティア・B  つくし野７丁目 武藤 央 世代間・B  

久寺家 1 丁目 奈古 孝子 ボランティア・B  つくし野７丁目 山口 祐子 世代間・B  

久寺家２丁目 八鍬 時雄 ボランティア・B  並木７丁目 中沢 信雄 文化・B  

つくし野 2 丁目 久永 誠也 ボランティア・A  並木８丁目 松延十佐吉 世代間・Ｂ 監 事   

つくし野３丁目 小松 弘道 世代間・C 会 長 並木８丁目 島田 実 文化・A  

つくし野３丁目 中台 透 ボランティア・A・C 会 計 並木 8 丁目 福島 輝俊 広報調査・文化・A  

つくし野３丁目 太田喜美代 世代間・A・C 会 計 並木９丁目 戸屋眞一郎 ボランティア・B 書 記 

つくし野４丁目 成田 信光 世代間・A  我孫子 3 丁目 重田 幸子 広報調査・文化・A・C  

つくし野５丁目 杉澤 和代 ボランティア・B  我孫子 4 丁目 斉藤 純一 文化・B  

つくし野６丁目 栗原 忠聖 広報調査・A  根戸 渥美 節子 広報調査・B・C  

つくし野６丁目 増田 鉦子 世代間・B 監 事 根戸 益田 明美 文化・A  

つくし野７丁目 鈴木 順一 世代間・A・C 副会長 根戸 椎名 秀一 広報調査・A  

つくし野７丁目 亘理 滋 広報調査・B・C  根戸 柏崎 房男 ボランティア・B・C 副会長 

つくし野 7 丁目 髙野 智子 世代間・B  根戸 坂巻 明 世代間・A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員は、民生・児童委員、自治会・町会、青少年指導員、小中学校、ボランティア 

福祉施設、福祉活動に熱心な方々等から推薦され、市社会福祉協議会から委嘱されて、  

これから１年間、地域福祉の推進役として活動を行います。 

諸活動は、表に記載された部会、プロジェクト等で対応していきます。 

平成 27 年度北地区社協委員に、下記の人々が委嘱されています。 

～地域福祉に関するご意見・お問い合わせをどうぞ～ 

平成 2７年 3 月 21 日（土）に、市民プラザにて開催しました。  

名戸ヶ谷あびこ病院 院長・高橋 一昭先生の講演「がん－治療と予防－」をメインとし、

健康介護相談･高齢者なんでも相談室・血管年齢測定&骨健康測定コーナー・頭の元気度

測定コーナー・折り紙コーナーの他アトラクションとして、ハンドベル演奏、ジャグリ

ング＆マジック、健康体操～筋力アップ体操、アコーディオン演奏で懐かしい歌～みんな

で歌おう～を行いました。また地域ボランティア団体や障がい児者関連グループと福祉

関連施設の紹介パネル展示も行いました。来場者も多くて、皆様には大いに楽しんでい

ただけたと委員一同喜んでおります｡ご協力くださった関係者の方々には心より感謝申

し上げます｡今後とも北地区社協の活動にご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 A=A プロジェクト(電話訪問サービス)・B=B プロジェクト(子育て支援)・C=北地区福祉フォーラム 

高橋 一昭先生の講演 

 

  
ジャグリング＆マジック 

第１８回「健康と福祉のつどい」 

＜編集後記＞ 毎日何気なく使っている言葉も、ちょっと調べると語源が良く分かり，得した気分に

なります。最近はインターネットで、すぐ調べることができ辞書を持ち出す手間もありません。 

「通り一遍」という言葉が気になって調べました。通り一遍（一回通っただけ）形式的、事務的、形

はひととおり整っているが、心がこもっていないうわべだけのこと、といった意味になります。 

「通り一遍の挨拶」とは、表面上だけで気持ちが入っていない挨拶、形式的な挨拶、ということにな

り、「通り一遍の言葉は心に響かない」などと使われます。             （Ｓ.Ａ）                      
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ハンドベル演奏 懐かしい歌みんなで歌おう 
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