
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

我孫子北地区社協委員一同、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。今年もご協力よろしくお願いいたします。 

 

第２１回 「健康と福祉のつどい」 開催 ！！！ 

恒例の｢健康と福祉のつどい｣を開催します｡  

今回は、心臓治療に詳しい、千葉西総合病院の倉持 雄彦 先生の講演『心臓の 

病気について』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。 (入場無料) 

 日時 平成 30 年 3 月 3 日(土)  9:40～15:30（開場 9:15） 

場所 あびこ市民プラザ         ※ 詳細は、4 ページをご覧ください。 

 

＜＜北地区社会福祉協議会キャラクター決定！！＞＞ 

 

前回の北地区社協だよりで、北地区社協初めて 

のキャラクターを募集させて頂きました。 

多数のご応募を頂いた中から、北地区社協全委員 

出席する委員会で厳正に選考した結果、決定させ 

て頂きました。 

「きたちゃん」です！ 

コンセプトは我孫子市のシンボルでもある手賀沼 

にも親しむキャラクターとしてイメージしました。 

北地区の「きた」から名前を「きたちゃん」としてい 

ます。 

（ご応募いただきました方々に心から御礼申し上 

げます。ありがとうございました。） 

 

北地区社協は皆様のご支援の下、平成 30 年度をもって 20 周年を迎えることができます。 

今後においても北地区社協は愛されるキャラクターと共に、我孫子北地区の皆様と社会福祉に 

対する活動を頑張って推進していきたいと考えております。今後とも宜しくお願いいたします。 
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～布施・久寺家・つくし野・並木・我孫子・根戸～ 
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皆さんは、障害のある人に配慮した施設であることや、それぞれの 

障害について分かりやすく表示するため、国際的に定められたものや、 

各障害者団体が独自に提唱しているシンボルマークや表示をご存知ですか。 

今回は、そういったヘルプマークを始めとしたシンボルマークの種類や意味を紹介します。 

私たち一人ひとりがマナーと思いやりをもって、少しでも暮らしやすい社会をつくりたいですね。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「輪」「和」「笑い」の中でゆっくり過ごすサロン 

（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  

（２/２０ ３/２０ ４/１７ ５/１５） 

・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 絵本を楽しもう(おはなし会) 

3月 保健師のお話 

4 月 鯉のぼりを作ろう 

5 月 ふれあいあそび(リズムに合わせて) 

・対 象 0 歳～未就園児とその保護者   

子育てサロン「わ」 

 

 

 

 

 

電話訪問サービス“もしもしコール”の 

ご利用を！！ 

 

“もしもしコール”は、北地区社協事務所の

当サービス専用電話室から､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。〈利用料・無料〉 

    月～金 9:30～10:30 

 

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、ご相談を！！ 

（秘密厳守） 

 

 

体力作りと認知症予防してますか？ 

～健康体操とお茶会で～ 

 

コミュニティサロン “きた”は、地域の皆様がお

茶を飲んだり体操やイベントに参加して、知らな

い方とも交流が図れるサロンです。 

 

・健康体操で元気な筋肉を貯えましょう！ 

 ・参加費、お飲み物は無料です。 

 

場所：つくし野コミュニティホール   

我孫子ビレジショッピングセンター2Ｆ 

日時：毎月第 2 水曜日 13:30～15:30  

 ★認知症サポーターの     

フォローアップ講座★ 
  

【日 時】平成 30 年 2 月１０日（土）  

9:30～12:30 

【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) 

【講 師】認知症地域支援推進員  

     高齢者なんでも相談室               

室長  社会福祉士 柳澤美恵子さん  

看護師 五十嵐裕子さん 

 

【内 容】1.認知症の現状と対応 

２.地域で支えた事例 

３.サポーターとしてできる事 

４.地域の活動の場の紹介と交流 

【参加費】無料 講座終了後修了証授与  

【定 員】５０名 

【対象者】「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 

※今年度の募集は締切ました 

高齢になっても元気に活動している方がい

らっしゃいます。何かひと様のお役に立つ・

喜ばれていることをしていると、認知症にも

なりにくい。そんなことも言われているよう

です。北地区社協では、様々なボランティア

活動を行っております。 

多くの仲間ができ、楽しく、役に立つ、地域

のボランティア活動に参加しませんか。 

ぜひ、北地区社協の委員・サポーターとして

一緒に活動しましょう！！ 

 

―２― 

北地区社協委員・サポーター募集！！ 

 

コミュニティサロン“きた” 

 

 

電 話 訪 問 サービス 

 

障害者のための国際シンボルマーク 

障害者が利用できる建物、施設であるこ

とを明確に表すための世界共通のシン

ボルマークです。※このマークは「すべ

ての障害者を対象」としたものです。特

に車椅子を利用する障害者を限定し、使

用されるものではありません。 

身体障害者標識 

（身体障害者マーク） 

肢体不自由であることを理由に

免許に条件を付されている方が

運転する車に表示するマークで、

マークの表示については、努力義

務となっています。 

☻

ご協力のお礼：昨年 11月 3日～5日の北部地域文化祭に合わせた北地区社協の事業として、喫茶室、

ミニバザーそして展示即売会を開催致しました。生活介護事業所むつぼし、社会福祉法人つくばね会

はるか・けやき社会センター、県立湖北特別支援学校、地域活動支援センターみんなの広場「風」、

精神障害者家族会よつば会、誕生日ありがとうの会の皆さんに出店等ご協力いただき、寒空の中では

ありましたが障害者施設の皆さんと地域の皆さんの交流の場になりましたことお礼申し上げます。     
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聴覚障害者標識 (聴覚障害者マーク） 

聴覚障害であることを理由に免許に

条件を付されている方が運転する車

に表示するマークです。 

盲人のための国際シンボルマーク 

視覚障害者の安全やバリアフリ

ーに考慮された建物、設備、機器

などに付けられています。    

耳マーク 

聞こえが不自由なことを表すと同時

に、聞こえない人・聞こえにくい人へ

の配慮を表すマークでもあります。  

ほじょ犬マーク 

身体障害者補助犬法の啓発のた

めのマークです。身体障害者補助

犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬

のことを言います。 

オストメイトマーク 

人工肛門・人工膀胱を造設している人

（オストメイト）のための設備がある

ことを表しています。 

ハート・プラスマーク 

身体内部(心臓、呼吸機能、じん

臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免

疫機能)に障害がある人を表して

います。 
障害者雇用支援マーク 

公益財団法人ソーシャルサービス協

会が障害者の在宅障害者就労支援並

びに障害者就労支援を認めた企業、団

体に対して付与する認証マークです。  

「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発 

シンボルマーク  

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げ

てＳＯＳのシグナルを示してい

る視覚に障害のある人を見かけ

たら、進んで声をかけて支援しよ

うという「白杖ＳＯＳシグナル」

運動の普及啓発マークです。 

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や

難病の方、または妊娠初期の方など、外見から

分からなくても援助や配慮を必要としている

方々が、周囲の方に配慮を必要としていること

を知らせることができるマークです（JIS規格）。 

特 

集 

集 

詳細は内閣府のホームページで検索 

見たことあるかな？ 
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会場：第一会議室　12：00 ～ 15：30
【健康介護相談】協力：渡部  佳代子さん（千葉県健康生活コーディネーター  ）    西田  歩さん（看護師）
【血管年齢測定】【骨健康測定】( 各先着 70 名限定 /整理券は 9時 15 分からホール受付で配布）
【頭の元気度測定】（先着 20 名限定 /整理券は 9時 15 分からホール受付で配布）
                                                協力：我孫子地区高齢者なんでも相談室  柳沢  美恵子さん（室長・社会福祉士） 　石津  真由美さん（社会福祉士）
　 パネル展示と展示即売会  ( サロン）
◎地域のボランティアグループ
◎障がい児者グループと福祉関連施設
◎北 地 区 社 会 福 祉 協 議 会

主催：我孫子北地区社会福祉協議会
　　　我孫子市社会福祉協議会
　　　我孫子市
お問い合わせ：我孫子北地区社会福祉協議会
　　 TEL/FAX:０４－７１６５－３４３４

 e-mail:kita@abiko-shakyo.com

         千葉西総合病院 副院長 ( 社会医療法人社団  木下会）  
【略歴等】 1988 年  島根医科大学卒　2003 年  千葉西総合病院入職
日本循環器学界  専門医  日本内科学会  認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本心血管インターベンション治療学会  認定医・専門医
現在は副院長兼循環器内科副主任部長として、治療等にご活躍されて居ます。

講師：医学博士　倉持　雄彦　先生

手
話
通
訳
あ
り

要
約
筆
記
あ
り         千葉西総合病院 副院長 ( 社会医療法人社団  木下会）  

【略歴等】 1988 年  島根医科大学卒　2003 年  千葉西総合病院入職
日本循環器学会  専門医  日本内科学会  認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本心血管インターベンション治療学会  認定医・専門医
現在は副院長兼循環器内科副主任部長として、治療等にご活躍されています。

 
 講師：医学博士　倉持　雄彦　先生

会場：第一会議室　12：00 ～ 15：30
【健康介護相談】協力：渡部  佳代子さん（千葉県健康生活コーディネーター  ）    西田  歩さん（看護師）
【血管年齢測定】【骨健康測定】( 各先着 70 名限定 /整理券は 9時 15 分からホール受付で配布）
【頭の元気度測定】（先着 30 名限定 /整理券は 9時 15 分からホール受付で配布）
                                                協力：我孫子地区高齢者なんでも相談室  柳沢  美恵子さん（室長・社会福祉士） 　石津  真由美さん　（看護師）

 協力：びこうずmini  酒井昭憲さん・玲子さん

    
     思い出の曲
～みんなで歌いましょう～

     
     協力：山崎  睦子さん 

           協力：我孫子特別支援
　　      学校ダンス部の皆さん

        

      

協力：かっぽれ会の皆さん 

         協力：根戸小学校
           合唱部の皆さん

      
 
    協力 : カエナフラ
        あびこの皆さん

【歌と演奏】
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