◆◆ 創立 20 周年を迎えて

参加していただいた皆さんからの一言!

◆◆

◇子育てサロンで遊ぶ！

◇電話訪問を心待ち！

😊広いスペースでの子供遊び
やハイハイなど安心して見守
れ、又、住まいの近くの方々と
知り合う機会となり、良い情報交換の場となっ

😊毎週 3 回 9 時頃に掛かる
電話で独居の私は明るく気分
◇電話訪問を心待ち
転換になっています。
このシステムは①人と繋がり、②忌憚のない会話
が出来て、③孤独死を防ぐ方策としての効果等
が期待できます。今ではこのシステムに登録
して良かったと思います。（Y.T 記）

ています。😊祖父母と同じくらいのスタッフが大
勢いて接したり遊んだりすることが、子供も
嬉しいと感じているようです。

◇認知症サポーター

◇サロン〝きた〟
で楽しむ！

養成講座で学ぶ！

😊筋力アップ体操は気楽
にでき全身をほぐしてく
れ、ここに来ると体が軽くなり背筋が伸びる。

😊認知症の方と接する時は
余裕をもって温かく自然に
接することが大切だと分かりました。

😊最近つまずくことがあったが転ばないで踏
みとどまることができた。😊参加する男性が
少ないが女性に交じり会話するのも楽しい。

😊地域で見守ることも必要なので、これから
自分自身に何ができるかを考えて行きたい。
（6 月 23 日講座アンケートより）

 ◆北地区社協では色々な活動へのボランティアを大募集中です。奮って応募をお願いします。
特に、現在「電話訪問サービス」のボランティアを急募しています。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。月曜日から
金曜日までの 9:30～10:30 に社協事務所の専用電話からお電話を差し上げています。
月一回でも週に一回でも活動は可能です。応募いただける方は社協事務所にお知らせ下さい
(℡：04‐7165‐3434)。お待ちしています。

◆赤い羽根共同募金へのご協力をお願い致します。

約 7 割が我孫子市で活用されています。
北地区社協は、皆様からの募金を活用し多くの地域福祉活動をしています。
F:¥最終原案 0914 段組テキストボックス版：№59
社協だより P４.docx
また、北地区社協への直接のご寄付もお願いしています。
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北地区社協が下半期に開催する事業です

10
月

皆さんの参加をお待ちしております

★根戸小学校 1 年生と高齢者の交流会（昔遊び）
において

★並木小学校 1 年生と高齢者の交流会（昔遊び）

★第 3 回｢やさしい介護教室」

地域の高齢者が昔遊びを通して、児童と楽しい
ひと時を過ごす交流会です。
内 容：昔遊び（こま 折り紙 お手玉 けん玉
あやとり メンコ 竹とんぼ
おはじき 紙ひこうき ゴム鉄砲）
終了後茶話会があります。

地域の高齢者が昔遊びを通して、児童と楽しい
ひと時を過ごす交流会です。
（並木小ふれあいサロンとの共催）
内 容：昔遊び（こま 折り紙 お手玉 けん玉
あやとり メンコ 竹とんぼ
おはじき）
終了後茶話会があります。

日 時： 10 月 12 日（金）9：30～13：00
会 場： 根戸小学校体育館 受付 9：15～
※ 参加される方は、上履きと飲み物をご持参
ください。

日 時： 10 月 26 日（金）10：30～13：00
会 場： 並木小学校体育館 受付 10：15～
※ 参加される方は、上履きと飲み物をご持参
ください。

～高齢者人口 3,200 万人 介護する人
される人 その時のために～
日時：10 月 20 日(土)13：30～16：00
場所：特別養護老人ホームつくし野荘
我孫子市久寺家 361-12
講師：介護職員
内容：介護体験
・車椅子の操作と移乗介助体験
・体位変換 シーツ交換など
持ち物：上履き（スリッパ不可）

★根戸地域「エリア福祉懇談会」
根戸地域の自治会・町会代表、民生・児
童委員、まちづくり協議会、シニア団
体・ボランティア団体代表、市社協、市
高齢者支援課、高齢者なんでも相談室、
北地区社協委員により、地域の連携強
化と情報交換及び課題の共有を図って
いる懇談会です。
日時：10 月 21 日（日）
9：30～12：00
場所：根戸近隣センター
多目的ホール

※第 1 回・第 2 回は終了しております。

手遊び、オモチャ遊びで楽しもう！

久寺家中学校生徒の皆さんを対象に！

★障害児者関連施設の展示即売会と
北地区社協のミニバザー開催

11
月

北部地域文化祭（11 月 3・4・5 日）に
おいて市内障害者関連施設が制作販売
している品物を持ち寄って即売会（3 日）
を開催。
北地区社協ではミニバザー（3・4・5 日）
を開催します。
バザー用品をご提供いただける方は
北地区社協にご連絡ください。
文化祭に併せて北地区社協事務所内に
喫茶室を開店しますので、ゆっくりと
おくつろぎください。

※折り込みのチラシもご覧ください。

★北地区社協企画

子育てサロン「わ」

★第４回「やさしい介護教室」
日 時：11 月 17 日（土）
10：30～12：50
場 所：特別養護老人ホーム
つくし野荘
内 容：高齢者にやさしい食事
・高齢者食事の留意点と新食品
・利用者と同じつくし野荘の昼食
講 師：特別養護老人ホーム
つくし野荘
管理栄養士 新藤 智子さん
持ち物：電卓 筆記用具 エプロン
食材費 400 円 上履き
持参

車椅子体験授業の実施！
一年生（5 クラス）の皆さんに福祉
体験学習のサポートとして車椅子
体験授業を実施します。
日時： 11 月 29 日(木) 2 クラス
11 月 30 日(金) 1 クラス
12 月 6 日（木） 2 クラス

ご一緒にいかがですか！

コミュニティサロン〝きた〟

★我孫子で子育てフェスタ
来訪をお待ちしています！
日時：平成 31 年 3 月 16 日(土)
10:00～15:30
場所：あびこショッピング
プラザ北社協ブース

★第５回「やさしい介護教室」最終回

参加者募集！

◇◆◇幼児と親のつどい◇◆◇

12
月

みんなで楽しく遊びましょう
日 時：12 月 8 日（土）
10：00～11：30
場 所：つくし野多目的運動広場 和室
内 容：楽しく遊ぼう
パネルシアター、魚釣り、輪ゴム
の鉄砲、等
対 象：0 歳児～未就園児とその保護者
定員 8 組 参加費無料/要申込
申込先：北地区社協 ℡ 04-7165－3434
持ち物：飲み物

―２－

日時：12 月 15 日（土）
13：30～16：00
場所：我孫子ビレジ集会室
内容：居宅介護支援
・居宅支援の現状
・介護全般についての質疑応答
講師：居宅介護支援センターつくし野
介護相談員
※ 全 5 回のうち 3 回以上参加された方
には、修了証が交付されます。

仲間の「和」
・
「輪」・
「笑い」の中でゆったり・楽しく
過ごすサロン（後援：我孫子北まちづくり協議会）
毎月第 3 火曜日 10:00～11:30 参加費無料/申込不要
場所：我孫子北近隣センター・並木本館
対象：0 歳～未就学児とその保護者（毎回 20 組位参加）
下期：10 月 16 日、11 月 20 日、12 月 18 日、1 月 15 日、
2 月 19 日、3 月 19 日

3
月

高齢者が楽しい毎日を過ごすための健康な身体作りの
筋力アップ体操とコーヒー（お茶）を飲みながら会話を
楽しむコミュニティサロンです。
毎月第 2 水曜日 13:30～15:30（受付 13:15）
第 4 月曜日 10:00～12:00（受付
9:45）
会場：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2 階

★第 22 回「健康と福祉のつどい」
今年度も北地区社協の事業として下記の日程で開催します。講演は高齢者
の健康に役立つテーマを検討しておりますので、ご期待ください。
その他、歌・演奏・健康体操・健康介護相談・血管年令測定・骨健康測定
等を予定しております。健康に役立つ楽しい催し物を企画中です。
プログラムの詳細は次号（No.60 2 月 1 日号）でお知らせします。
日 時 平成 31 年 3 月 3 日（日） 9：40～15：30
場 所 あびこ市民プラザ・ホール他（あびこショッピングプラザ３階 ）
問い合せ 我孫子北地区社協事務所 Tel 04-7165-3434

－３－

◆ご存知ですか？「我孫子地区高齢者なんでも相談室」◆
皆様、こんにちは「我孫子地区高齢者なんでも
相談室」です。
今年の夏は、例年にない猛暑が続きましたが、
皆様お元気でお過ごしでしょうか。
凌ぎ易い季節には、散歩をしたり、趣味を楽し
んだり、美味しいものをいただいたりと、体調を
整えて秋を堪能してください。
さて今回は、北地区社協だよりに、「我孫子地
区高齢者なんでも相談室」の活動についてご紹
介させていただくことになりました。
「皆様の身近な相談窓口でありたい」と平成２
４年４月に開設し、７年目となりました。
なんでも相談室の役割は、高齢者の皆様が、
住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう
に、介護・福祉・健康・医療など様々な面から高齢
者とその家族を支えていくことです。
総合相談総件数は１年間に７０００件ほどですが、
最近の傾向として、認知症の方への対応が増し
ています。

室長

柳澤 美恵子

認知症への施策として、認知症を理解するサ
ポーターを増やす取り組みやご家族や介護者へ
の支援がありますが、認知症にならないように
介護予防への取り組みとして、介護予防教室の
開催も行っています。
近年は独居・高齢者世帯の増加も顕著ですの
で、ご自分の状況・健康状態を地域の方に知って
いていただき見守っていただくことも重要であ
ると痛感いたします。
自らＳＯＳを発することができない方に対して
は、各地域にできている見守りの会や自治会、福
祉団体の方々、民生委員さんと連携し早期発見
に努めています。
最近では一般の市民の方々や友人、知人など
から情報提供いただくことが増えてきました。そ
のような地域の力を引き出せるような働きかけ
を続けていきたいと思います。

Ｑ１．具体的にどんな相談があるの？
・最近、引っ越してきたばかり、楽しく交流できる場を知りたい。
・悪質な訪問販売で困っている。
・入院することになったけれど、退院してから今迄通りの生活ができるか心配？
・物忘れが気になるけど、認知症かしら？検査を受けるにはどうするの？
・友人の物忘れがひどくなり、一人暮らしだから心配。
・介護保険のサービスを受けたい、等々のご相談があります。
Ｑ２．場所は？相談料金はかかるの？開設時間は？
・住所 我孫子市我孫子４－５－２８（山長第６ビル１階）
お電話いただければご自宅に訪問も可能です。【電話 04-7179-7360】
・料金 ご相談は無料、守秘義務のもとで相談業務に応じているので、安心してご相談ください。
・営業日 月曜日から土曜日と第１日曜日（８：３０～１７：００）
・・・・・・・どうぞお気軽にご相談ください。
【調査報告】～CSW(コミュニティソーシャルワーカー)を中核とした大阪府豊中市の地域福祉～
・豊中市は 40 万人、コミュニティに密着した小学校区 38 地区に市社協内部組織の校区福祉委員会
(約１万人程度の住民が対象)を設置。民生・児童委員と研修済みボランティアによる「なんでも
相談窓口」と①見守り等の予防・予知・ニーズの発見活動、②話し相手・薬取り・買い物等戸別
援助活動、③ふれあいサロン・子育てサロン・ミニデイサービス・災害安否確認等グループ援助
活動を担当。これを組織代表でない常時 100 人前後の自主的なボランティアで対応している。
・CSW(コミュニティソーシャルワーカー)は小学校区幾つかを集約する 7 つの生活圏域（地域福祉
活動支援センター等）に 2 名ずつ配置され、当該地域福祉ネットワーク会議（高齢部会・子供
部会・障害部会など分野を超えた専門職で課題の解決策を作成する会議）を主催する。また、
上記「なんでも相談窓口」(毎週一回特定日に相談を受ける)をバックアップし、必要な場合に
要支援者に対する見守り・相談を受ける。市関連部局が出席する総合調整会議にも参画する。
・CSW は自ら声を上げられない・上げない人々を探し出し、制度の狭間にある課題に福祉の光を
あてる。住民と協働して課題の発見・共有・解決に取り組み、その包括的な解決策を公民協働
で作成するなど地域福祉の要となっている。
(関連資料より広報で纏めたもの【Y.A】)
－４－

