
             ◆◆◆ 令 和 元 年 度 委 員 ◆◆◆   ※黄色表示は新委員 

氏  名 役 職 推 薦 団 体 氏名 役 職  推 薦 団 体 

渥美 節子 監事 北地区社協協力委員 戸川 幸代  久寺家三菱自治会 

阿部 寛子 子供部長 北地区社協協力委員 中居 章  並木小学校校長 

新井 康正 広報部長 つくし野東自治会 中野 知子  久寺家二丁目自治会 

飯田 勝男  土谷津町会 永松 奈津子  根戸中第一自治会 

飯田 千里  我孫子根戸デイサービスセンター 長谷川 恒清  シティア自治会 

岩崎 幸正  喜楽長寿会 原田 武 副会長 つくし野南自治会 

牛尾 義法  松園自治会 日澤 達得  グラン・レジデンス居住者会 

柏﨑 房男    会長 根戸若草町会 平田 勇  エクセレンス我孫子自治会 

上久保 英子  久寺家マンション自治会 福島 輝俊  結いの会（並木つどいの家） 

川崎 麗子  根戸グリーンタウン自治会 藤井 敏治  つくし野すぎな会 

木村 和子  ガールスカウト千葉県第45団 増田 禎子 会計 北地区社協協力委員 

黒才 登子  久寺家三菱自治会 増田 鉦子  北地区社協協力委員 

黒沢 広道  根戸下第二町会 松田 文彦  つくし野西自治会 

黒田 豊照  つくし野北自治会 松延 十佐吉  北地区社協協力委員 

近藤 一成  つくし野中央自治会 松本 守正  あびこ根戸エンジョイクラブ 

桜井 春代  学園通り寿会 丸山 博  並木八丁目自治会 

佐藤 悦郎 書記 北地区社協協力委員 宮田 茂信  新生自治会 

嶋津 玲仁  北地区社協協力委員 毛利 竜一  つくし野荘 

鈴木 一男 シニア部長 城下自治会 百瀬 美千子 会計 我孫子中央自治会 

鈴木 喜代子  並木七丁目自治会 森田 太  けやきの丘自治会 

鈴木 順一 監事 ダイヤパレス自治会 矢崎 弘美  つくし野みどり自治会 

鈴木 広治  北地区社協協力委員 山口 一郎  中台自治会 

高田 幹雄  久寺家自治会 山口 愼爾  第一民協 

手塚 秀典  根戸リオン自治会 山口 久枝  学園通り町内会 

寺島 真二  根戸下むつみ町会 渡辺 冨美  つくし野台自治会 

戸屋 眞一郎 書記 並木九丁目自治会 亘理 滋 副会長 北地区社協協力委員 
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   ◆◆◆ 令を持ち 和を尊びて 絆なす ◆◆◆ 

 

 

                                       会長 柏﨑 房男 

 

 

 

 

 

 

  

 

★★★本年度重点活動★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の方々にとって、どのような活動が要望されているのか？そのような事を考えながら今年度 

 も進んでまいります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

  

 

 

 

 

 

～布施・久寺家・つくし野・並木・我孫子・根戸～ 

新しい令和の時代に向かって〝ささえ合い活動〟の推進   

この度、広報調査部会にて新

任として業務にあたらせて頂く

事になりました。 

年号が平成から令和へと変わ

った年、責務の重大さに身の引

き締まる思いがします。 

甚だ微力ではございますが、

諸先輩に教えを請いながら、一

生懸命業務を務めさせて頂きま

すので、よろしくお願い申し上

げます。 
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★編集委員から★ 丸山 博 

★ 

No.61 

私は歌手の水前寺清子さんが大好きです。(若い人は知らない？(笑い))  

仕事や人生で困難にぶち当たった時、彼女の応援歌にとても励まされました。

彼女の「いつでも君は」と言う歌の中に、次のような歌詞があります。 

♪なみだはみんなでわけあって 小さくしようよお互いに この手で街を明 

るくしよう 友情の手で花を植えよう 一本が十本に 十本が百本に 百本 

が千本になるんだね……♪ 歌詞にあるような、お互いを思いやれる明るく 

元気な地域になるような活動を心がけてまいりたいと思っております。 

 

１．「ささえ合い活動」の推進 

 ・「互助」により、お互いが寄り添い、支え合

いながらの生活ができるような環境整備。 

２．待っているのではなく、こちらから出ていく 

  活動 

 ・昨年度から行っている、地域の自治会・町会 

  ・各種団体との交流・意見交換会のさらなる 

  推進。それによる地域ニーズの把握。 

３．情報発信力の強化 

 ・まだまだ我孫子北地区社協の存在・活動

内容を知らない方も多くいらっしゃる

ようです。今までの「北地区社協だより」

だけでなく、インターネット（ブログ）

での情報発信など、知ってもらうための

情報発信力を高める。 

  

－ 4 － － １ － 

◆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 ❕❕ 

⇒２～３ページに記載の諸活動をご参照の上、奮ってご応募をお願いします。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。 

（平日 9 時から 16 時まで受付中）【℡：04-7165-3434】   

広報調査部会 

子ども・世代間支援部会 

シニアサポート部会 

北地区福祉フォーラム 

イベント推進 

令和元年度北地区社協体制

図 

会 長 

副会長 

mailto:kita@abiko-shakyo.com
mailto:kita@abiko-shakyo.com
http://kita-blog.webnode.jp/


～高齢者人口 3,400 万人 介護する側 される側 

その時のための学習～ 

定 員：各回 20 人（先着順） 

参加費：無料（第 4 回のみ食材費 400 円） 

申 込：氏名･住所･電話･希望講座を 7 月 26 日（金）まで 

第 1回( 8 月 3 日 9:30～）『知って役立つ介護の基礎知識』 

             我孫子市民プラザ第一会議室 

第 2回( 9 月 14 日 13:30～)『薬のお話』 つくし野荘 

第 3回(10 月 19 日 13:30～）『介護体験』 つくし野荘 

第 4回(11 月 16 日 10:30～）『高齢者にやさしい食事』 

                   つくし野荘 

第 5回(12 月 14 日 13:30～）『居宅介護支援』 

               我孫子ビレジ集会室 

全 5回の日程はいずれも土曜日の開催となります。 

※1回のみ参加も可。3回以上参加された方に修了証発行 

 

仲間の｢和｣・「輪」・「笑い」の中で親子がゆったり・ 

楽しく過ごすサロン     

(後援：我孫子北まちづくり協議会)   

◦開催日：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  
参加費無料・申込不要 

◦内 容：手遊び･おもちゃ遊び･誕生日おめでとう 
◦月毎企画: 

6 月 18 日 お絵かき(雨雨ふれふれ) 

7 月 16 日 保健師のお話 

8 月 20 日 魚釣りで遊ぼう 

9 月 17 日 小麦粉粘土で遊ぼう 

 

◦対 象： 0 歳～未就園児とその保護者 

(毎回 20 組くらいの親子が参加されています) 

 

 

 

～認知症の人って？  

どう対応すればいいの？  

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：未定 

会 場：未定 

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  

柳澤美恵子さん   

五十嵐裕子さん  

 

 

高齢者が楽しい毎日を過ごすための健康な身体 

作り(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。 

ご一緒に如何ですか！（参加費 各回 100 円） 

＜開催日時＞  

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） 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   

 

 

            

保育園児との交流 

かくれんぼ劇団による人形劇をとおしての

保育園児と高齢者の交流  

根戸保育所・つくし野保育園・ぽけっとラ

ンドあびこ保育園・アンジェリカ保育園・

あびこ菜の花保育園で 6 月実施 

 

親子で認知症サポーターになろう 

親子で夏休みの自由研究レポートに挑戦しよう！ 

日時：7 月 28 日（日）14:00～16:30 

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 柳澤美恵子さん 

五十嵐裕子さん 

定員：親子 30 組  

申込：7 月 19 日（金）まで 

 
認知症サポーターフォローアップ養成講座 

サポーターとして学んだことを活かすきっかけに！ 

対 象：「認知症サポーター養成講座」の受講修了者

を対象としたフォローアップ講座でワーク

ショップ形式による学習 

受講料：無料  日時・会場は未定      

講 師：我孫子地区高齢者なんでも相談室 

 

 

北地区社協の啓発事業 

｢あびこ北地区社協だより｣発行 

○年 3 回（6 月・10 月・2 月）発行 

○自治会・関係機関等に配布 

（12,000 部） 

「根戸エリア福祉懇談会」の開催 

〇10 月開催予定 

 

子育てサロン「わ」掲示板発行            

○未就園児のための広場・イベント

の情報紙(季刊 750 部発行) 

〇年 4 回発行 

○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内に配置 

北地区福祉フォーラム 

地域の皆さんに、北地区社協としてどのよう

なことができ、どのような情報提供ができる

か。住民の方にも参加いただきご意見・ご提

案の場として定期的に開催しています。 

 

 

小学生と高齢者との世代間交流会 

並木小学校と根戸小学校の 1 年生と高齢者

との世代間交流会の開催 

メンコ・コマ回し・お手玉・あやとり・折

り紙等の昔遊びを参加者の皆さんと一緒に

楽しみます 

「一緒に遊んでいただける方のご参加を 

お待ちしています」 

≪根戸小学校≫ 

10 月予定  

 

≪並木小学校≫ 

10 月予定  

  

 

 

 

中学生の福祉体験学習サポート 

久寺家中学校の 1 年生を対象に車椅子の操作や高齢

者疑似体験を通して高齢者への福祉や優しいいたわ

りの気持ちを育む目的での継続事業<11〜12 月実施> 

 

文化交流事業 

○北部地域文化祭開催に合わせて障がい児

者関連施設の制作品を持ち寄った即売会

とミニバザー・喫茶室の開店 

開催日時： 11 月 2～4 日(土～月) 

場  所： 我孫子北地区社協事務所前 

 

 

 

コミュニティサロン〝きた〟 認知症サポーター養成講座 

 

やさしい介護教室 

 

子育てサロン「わ」 

北地区社協のブログ 

北地区社協のブログを配信中です。 

今後も中身の充実を図るとともに、

北地区社協の活動や今年度事業等

を引き続き掲載・紹介していきま

す。  

ブログは下記のアドレスでご覧

になれます。  

http://kita-blog.webnode.jp/ 

 

子育て支援活動 

9 月７日(土)アビイクオーレで開催される

に北地

区社協も親子で工作・輪ゴム鉄砲で参加 

 

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 15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 】 

 

 

参加申し込み＆ 

問い合わせ 

北地区社協 ☎ 

０４－７１６５－３４３４ 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

気軽にご連絡・お問い合わせを！ 

 

イベントの開催 

第 23 回となる の 

開催（来年 3 月） 

※前回の内容は 1 ページをご覧ください 

 

 

北地区社協 2019年度の事業を紹介します。皆様の参加をお待ちしています！！               

－ ２ ― － ３ ― 

http://kita-blog.webnode.jp/

