
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

「第 19 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､「健康脳のまもり方」の講演 

や楽しいアトラクション等盛りだくさんの内容を企画しました。 皆様お誘いあわせのうえ 

ご来場ください。 ※ 詳細は、折り込みチラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

        ～布施、久寺家、つくし野、並木、我孫子、根戸～ 
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我孫子北地区社会福祉協議会  我孫子ビレジ・ショッピングセンター２階 

編集・制作 広報調査部会    電話･Fax：7165-3434  e-mail：kita@abiko-shakyo.com  

お問い合せ  月～金：9 時～12 時､13 時～16 時    http：//kita.abiko-shakyo.com/ 

 

 

 

 

椿 

 

日 時 平成 28 年 3 月 6 日（日）9：40～15：30 (開場 9：15 入場無料) 

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） 

午 前 講演「健康脳のまもり方」10：00～12：00 定員 200 名 

   講師 医学博士 阿部 俊昭 先生 平和台病院名誉院長･東京慈恵会医科大名誉教授 

午 後 ①ハンドベル：レスポワール３０の皆さん  12：30～13：00 

   ②手話ダンス：手話ダンスあびこの皆さん   13：00～13：30 

      ③健康体操：のばそう健康寿命～ロコモ・メタボ・認知症～ 

    平和台病院 リハビリテーションセンター 理学療法士 西山拓樹さん 13：30～14：00 

   ④フラダンス：カエナフラあびこの皆さん  14：00～14：30 

   ⑤歌：懐かしい歌～みんなで歌いましょう プチ･ソレイユの皆さん 14：30～15：00 

   ⑥健康介護相談 ⑦高齢者なんでも相談室 ⑧血管年齢測定 先着 70 名 

   ⑨骨健康測定 先着 70 名 ⑩頭の元気度測定 先着 20 名 

               上記⑥～⑩ 第一会議室 12：00～15：30 

   ⑪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) 

 

北地区社協の委員、募集中！！ 

北地区社協の委員活動はボランティアで、任期は 2 年（4 月～）です。 

未就園児の親子対象の“子育てサロン「わ」”・“やさしい介護教室”・“小学 

1 年生と高齢者の昔遊び”などのイベントを企画し参加するボランティアです。 

詳細は北地区社協事務所にお問い合わせください。お待ちしております。 

電話 04‐7165‐3434 （平日 9～12 時、13～16 時） 
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http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2RA0mJR_XxWGTsAU7mDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15v35aq21/EXP=1451132689/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=2%E6%9C%88%E3%81%AE%E8%8A%B1+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88


★福祉ボランティア交流会のご案内★          

 

  

◎我孫子で福祉ボランティア

活動を行っている方々から活

動の経緯、現況、今後の抱負な

どを発表していただき、相互の

理解と交流を深め、今後の活動

に活かしていただくための交

流会です。 

（現在 15 団体の参加を予定） 

 

これから福祉ボランティア

を始めようとしている方の参

加も歓迎します。 

 

  ふ    く    し 

 

【やさしい介護教室（実施報告）】 

毎年好評をいただいている講座「やさしい介護教室」（全 5回 8月～12月） 

が終了しました。 

・第 1回「我孫子市の介護施策」は、我孫子市の介護保険、介護予防の施策 

を中心にして我孫子市の介護施策について説明を受けました。 

・第 2回「身体機能の低下とその予防」は、最近特に関心が高まった高齢者 

特有の身体の機能の低下と障害について説明を受け、身体のケアについて 

体験しました。 

・第 3回「介護体験」は、つくし野荘を見学後、車椅子の体験、介助の体験 

 をしました。 

・第 4回「高齢者にやさしい食事」は、高齢者の食事の留意点と新しい食品 

について説明を受け、つくし野荘入居者の食事を試食しました。 

・第 5回「施設介護と居宅介護支援」は、施設介護と居宅介護支援の現状と 

 課題について説明を受けました。 

※ 参加者の皆さんに、講義内容等のアンケートを実施したところ、「よかった」との評価をいただきました。 
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【日時】 平成 28年 2月 14日 9時 30分～12時 

【会場】 あびこ市民プラザ・ホール 

（あびこショッピングプラザ 3階） 

【内容】１．我孫子北地区社会福祉協議会の事業 

２．活動発表 

①二階堂高校ボランティア同好会 

ボランティア活動 30 年の歩み 

②一般社団法人我孫子青年会議所 

地域貢献活動を行う青年経済人 

③我孫子市朗読の会  

    活動歴 38 年、平成 27 年度緑綬褒章受章 

3．参加者交流と意見交換 

【参加費】 無 料 

【募集定員】 50名（定員になり次第、締め切ります） 

【参加申込先】我孫子北地区社会福祉協議会事務所 

         ・電話および FAX 04‐7165‐3434 

  

 

 

★北地区社協「コミュニティサロン〝きた〟」がオープン‼★ 
このコミュニティサロン〝きた〟は、〝来た〟〝喜多〟〝北（地区）〟等の意味を含んでおります。地域の

高齢者の皆様がお茶を飲んだり、また体操や各種イベントに参加したりして、知らない方とも交流が図れる

サロンです。 場所は西部福祉センターのボランティア室です。 

まずは健康寿命を考えて毎月一回貯筋体操を開催します。 貯金体操は足腰の筋力と柔軟性を向上させ、転倒 

しにくい体をつくる体操です。        ◎詳しい内容は折り込みのチラシをご覧下さい‼ 
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【小学校１年生と高齢者で昔遊びの会を開催】 

 ◎10月 23日：並木小学校 1年生（２クラス 63名）と昔遊びの先生 54名。 

   

  （1年生の皆さん）    （昔遊びの先生達）    （竹とんぼ飛ばすよ！！） 

   

（折り紙はこう折って）  （あやとりはどうするの？）   （お手玉教えて） 

 ◎10月 27日：根戸小学校１年生（５クラス 165名）と昔遊びの先生 54名。 

   

  （1年生の皆さん）    （昔遊びの先生とけん玉）  （お手玉を教えて） 

   

 （ゴム鉄砲、当たるかな） （昔遊びの先生にお礼の踊りと後ろに回ってトントン肩叩き） 

 

【久寺家中学校 1年生が福祉体験学習】 

 9 月 17 日より 3 回に分けて、1 年生 170 名に車椅子体験と高齢者疑似体験

の学習を北地区社協の委員がお手伝いしました。 

 

子育てサロン「わ」が「あびこで子育てフェスタ」に参加します。 

  3月 26日 10：00～15：00、あびこショッピングプラザで開催される 

「あびこで子育てフェスタ」に、子育てサロン「わ」がパネルシアター 

ブースで参加することとなりました。 

「春よ来い」「鯉のぼり」「金魚釣り」などのパネルを準備していますので 

お立寄りください。お待ちしています。 



 

 

 

【電話訪問サービスボランティア・研修会について】 

  高年齢者の見守り活動として、10数年の間 電話訪問サービスを行っています。（上欄参照） 

実際に活動いただいているボランティアさんと北地区委員を対象に、 

研修を行いました。   

「高齢者とのコミュニケーションについて」～高齢者の心理と傾向を考慮して～ 

           講師：臨床心理士 金井 明美 様 

平成 27年 11月 24日（火）あびこビレジ・サロンにて  

   【エリア福祉懇談会：我孫子・並木地域（北近隣センター・並木本館） 10月 17日（土）】 

  自治会・町会長、民生・児童委員、シニア団体、地域ボランティア団体代表、北地区社協委員、 

市社協、市の高齢者福祉支援課、高齢者なんでも相談室等の関係者が、 

一堂に会し話し合いました。(この懇談会は 4か所で行っています) 

連携の強化、情報交換及び課題の共有化を図っています。  

 しかし、課題は多くあります。今後のご協力をお願い致します。 

 

       【障がい者団体・関連施設の展示即売会と喫茶室開店・ミニバザー】 

今年も北部地域文化祭に合わせて 11月 1日から 3日まで喫茶室を開設しました。約 400人の方に 

ご来店頂きました。ありがとうございました。毎年、皆さん楽しみにしてくださっています。 

例年通り、福祉作業所のお菓子を用意しましたが、原材料の値上がりにも 

             関わらず、これまでと同じ価格の納品で、かなり迷惑をおかけしました。 

 また、ミニバザーも 3日間開きました。沢山のお買い上げを頂きました。 

リサイクルは、もっと生活に根差すようにしたいですね。 

  最終日の 11月 3日は、障がい者団体と関連施設との展示即売会を開催し、作業所の活動を知って 

いただく機会にしています。 

             毎年バードフェスティバルと重なっており、 

出店数が少なくなっていますので、次年度に 

向けて工夫の余地がありそうです。 

         
 

 

「編 集 後 記」年が改まり、今年も平和であってほしいと願う。日本は自然災害が多いが、テロは少ない。

昨年は世界各地でテロ事件が起こり、心が痛んだ。かって、東西冷戦が終わり、平和な時代になると誰もが思

ったが、これからはテロが多発すると予言した人がいた。まさにその通りとなっている。日本は寛容な国民性

で、宗教的対立がない等から争いが少ないが、油断は禁物であろう。    （Ｅ．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、電話で、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。 

ご利用者のご希望の時間に、電話をさせていただきます。 

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) 
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