
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 ～平成 28 年度の活動が、新委員体制で始まりました～ 

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

4 月 17 日(日)当協議会の定例総会が開催され、我孫子市社会福祉 

協議会の新会長 湯下 廣一氏よりご挨拶をいただき併せて新委員へ 

委嘱状が交付されました。 

新年度の事業計画、予算の決定を行い、その後、委員の担当部会 

等が決められ、以下の表のとおりとなりました。  

委員全員協力し合って、地域福祉を推進してまいりますので、 

今後とも皆様のご支援、ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ A プロジェクト（電話訪問サービス）  Bプロジェクト（子育て支援）  Cプロジェクト（福祉コミュニティ） 

F プロジェクト（北地区福祉フォーラム） 部会・プロジェクトの内容については 2 ページをご覧ください 
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～布施・久寺家・つくし野・並木・我孫子・根戸～ 
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紫陽花  

住     所    氏    名 担    当 役  職 住    所    氏   名 担   当 役  職 

久寺家 後藤 新作 世代間・Ａ   つくし野 7丁目 亘理 滋 広報調査・Ｂ・Ｃ・Ｆ   

久寺家 佐藤 夕美子 ボランティア・Ａ   つくし野 7丁目 高野 智子 ボランティア・Ｂ 会 計 

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 富田 和子 広報調査・Ｂ   並木 7丁目 久慈 志美 ボランティア・Ｃ   

久寺家 1丁目 菅沼 美代子 世代間・Ｂ   並木 8丁目 柏倉 輝雄 ボランティア・Ｂ   

久寺家 1丁目 遠藤 チイ子 世代間・Ｂ   並木 8丁目 松延 十佐吉 世代間・Ｂ 監 事 

久寺家 2丁目 大塚 直美 ボランティア・Ｂ   並木 8丁目 福島 輝俊 文化交流・Ａ   

つくし野1丁目 宮本 昌 文化交流・Ｂ   並木 9丁目 戸屋 眞一郎 ボランティア・Ｂ 書 記 

つくし野2丁目 原田 武 広報調査・Ｃ   我孫子 1丁目 桜井 春代 世代間・Ｂ   

つくし野2丁目 久田 香 ボランティア・Ｃ   我孫子 2丁目 松村 直道 ボランティア・Ｃ・Ｆ   

つくし野3丁目 木村 和子 文化交流・Ｃ   我孫子 3丁目 伊佐 達也 文化交流・Ａ   

つくし野3丁目 小松 弘道   会 長 我孫子 3丁目 布施 健一 文化交流・Ｃ   

つくし野3丁目 中村 哲郎 世代間・Ｂ   我孫子 4丁目 塚本 泰弘 文化交流・Ａ   

つくし野4丁目 飯田 淑子 ボランティア・Ａ   我孫子 4丁目 百瀬 美千子 広報調査・Ｃ・Ｆ   

つくし野4丁目 毛利 竜一 文化交流・Ｂ   我孫子 4丁目 斉藤 純一 文化交流・Ｂ・Ｃ・Ｆ   

つくし野4丁目 小林 浩之 世代間・Ｂ   根戸 渥美 節子 広報調査・Ｃ・Ｆ 監 事 

つくし野5丁目 金田 重裕 文化交流・Ｃ・F 会 計 根戸 益田 明美 文化交流・Ｂ・Ｆ   

つくし野5丁目 高橋 順子 ボランティア・Ａ   根戸 椎名 秀一 広報調査・Ａ   

つくし野6丁目 青井 文明 世代間・Ａ   根戸 横山 隆由樹 広報調査・Ａ   

つくし野6丁目 栗原 忠聖 広報調査・Ａ・Ｃ・Ｆ   根戸 本橋 努 世代間・Ｃ   

つくし野6丁目 増田 鉦子 世代間・Ｂ   根戸 柏﨑 房男 
ボランティア・Ｂ・

Ｃ・Ｆ 
副会長 

つくし野7丁目 鈴木 順一 
広報・世代・文化・Ａ・

Ｃ・Ｆ 
副会長 根戸 土屋 辰男 広報調査・Ａ   
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   「エリア福祉懇談会」の開催！！           ＜広報調査部会＞ 

北地区社協の担当エリアを久寺家・布施、根戸、つくし野、我孫子・並木の 4 地区に分けて開催します。 

参加者は対象地域の自治会、民生児童委員、シニア団体、ボランティア団体、市役所、高齢者なんでも

相談室、市社協などの関係者で、それぞれの団体の取り組みや課題等について意見交換し情報の共有と

改善に役立てていきます。 

＜今年度の「エリア福祉懇談会」の開催予定＞ 

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：10 月上旬 ④我孫子・並木地域：11 月下旬  

 

「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＞ 

～認知症の人って？どうすればいいの？貴方も認知症サポーターになってオレンジリングの輪を拡げよう！～ 

日 時：6 月 18 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 

認知症地域推進委員 柳澤美恵子、五十嵐裕子 

定 員：５０名 

申 込：6 月 10 日（金）まで 

  

「親子で認知症サポーターになろう！」 

参加者募集！！ 

夏休みの自由研究レポートになります！ 

日 時：7 月 24 日（日）9:30～12:00 

会 場：あびこ市民プラザホール 

対 象：小学２年～６年の学童とその保護者 

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認知症地域推進委員 柳澤美恵子、五十嵐裕子 

定 員：親子３０組 申 込：7 月 15 日（金）まで 

 

 

「障がい児者団体・関連施設との懇談会」開催！！  ＜文化交流部会＞ 

市内約４０団体とまちかど相談所、我孫子市障害福祉支援課、民生児童委員の皆さん

と共同で懇談会を開催いたします。 

日時：7 月 6 日（水）9:30～12:00 

会場：つくし野コミュニティホール 

申込み：6 月 25 日（土）まで 北地区社協まで 

参加申し込みを頂ければ、どなたでもご出席ができます。 

 

「小学生と高齢者との世代間交流会」の開催！！ ＜世代間交流部会＞             

10月に並木小学校と根戸小学校の 1年生と高齢者での世代間交流会を実施します。 

メンコやコマ回し、お手玉やあやとり、折り紙などの昔遊びを、1 年生の皆さんと

一緒に楽しみます。一緒に遊んでいただける方のご参加をお待ちしております。 

「認知症サポーターフォローアップ講座」 

参加者募集！！ 

オレンジリングの輪を拡げよう！ 

この地域で繋がるために、一歩踏み出そう！ 

日 時：8 月 27 日（土）14:00～16:30 

会 場：あびこ市民プラザホール 

対 象：「認知症サポーター養成講座」受講修了者 

オレンジリングをお持ちの方はご持参下さい 

受講料：無料 

講 師：我孫子地区高齢者なんでも相談室 

認知症地域推進委員 柳澤美恵子、五十嵐裕子 

定 員：５０名  

申 込：8 月 19 日（金）まで 
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コミュニテｲサロン 開催！！

楽しい毎日を過ごすために、貯筋体操での健康な身

体作りと、コーヒー（お茶）を飲みながらの楽しい

コミュニティサロンです。

毎回 30 人以上のご参加を頂いています。 

ご一緒に如何ですか。 

開催日時：毎月第 2 水曜日 

13:30～15:30 まで 

（13:15 受付開始） 

会 場：我孫子ビレジ・ショッピングセンター 

2 階 ビレジ集会室 

★申し込み不要、費用無料です。 

 

 

 

 

 

子育てサロン「わ」 

「輪」｢和」「笑い」の中でゆっくり過ごすサロンです 

日時:毎月第 3 火曜日 10:00～11:30 

場所:我孫子北近隣センター・並木本館 

内容:遊び・おもちゃ遊び・月替わり企画等 

6 月 21 日お絵かき(雨雨ふれふれ) 

7 月 19 日保健師のお話し（夏の健康管理） 

8 月 16 日小麦粉粘土で遊ぼう     

★対象:0歳～未就園児と保護者 

予約は要りません。直接会場にお越しください。 

 

未就園児のための広場・イベントの情報紙です。 

★次回 39 号は 8 月 1 日発行。 

 

 

 

   

 

 

 

 

             

 

 

   
 

                   

 

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、電話により、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。 

このサービスをスタートして 13 年余になり、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。― 月曜日～金曜日 9：30～10：30 ― 

ご利用希望者、お勧めしてはと思う方がおられましたら北地区社協へ、お気軽に、連絡・お問い合せを！

        

ハンドベル演奏 手話ダンス 

フラダンス 

のばそう健康寿命 

懐かしい歌・みんなで歌いましょう 
折り紙教室 

 

 

講演「健康脳のまもり方」 
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平成 28 年 3 月 6 日（日）に、あびこ市民プラザにて開催しました。平和台病院名誉院長･東京慈恵会医

科大学名誉教授 阿部俊昭 先生の講演を午前中行い、午後は踊りや歌等のアトラクション、健康介護相談、

パネル展示等を行いました。来場者の方には、勉強にもなり、また楽しいひとときを過ごしていただけた

と思います。ご協力くださった関係者の皆様方には、心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


