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No.62

～布施・久寺家・つくし野・並木・我孫子・根戸～
No
1

2

3

4

名称・主な内容
コミュニティサロン“きた”
※筋力アップ体操 & お茶と
会話で楽しいひと時を！
子育てサロン「わ」
※「和」「輪」「笑い」の中で
親子がゆったり・楽しく過
ごすサロン
電話訪問サービス
※もしもしコールで地域とし
ての「絆」を！ 安否確認も！
「やさしい介護教室」

(1) 第 3 回
介護体験(紙おむつ交換等)
(2) 第 4 回
高齢者にやさしい食事
(3) 第 5 回
居宅介護支援
5
「高齢者と小学 1 年生の昔遊
び」 ※こま、折り紙、お手
玉などで世代間の交流を！
6

7

8

9

10

11

根戸地域「エリア福祉懇談会」
※地域が抱える課題等を関係
者が共有し解決を目指します
福祉関連施設の展示即売会＆
「北地区社協のミニバザー」
、
「Café きた」も開店
認知症サポーター養成講座
※認知症を理解し、サポータ
ーになることを目指します。
認知症サポータスキルアップ
講座 ※より良き理解者・支援
者となるため知識・技術を！
「車椅子・高齢者疑似体験授
業」のサポート

日時
毎月
第 2 水曜 13:30~15:30
第 4 月曜 10:00~12:00
毎月 第 3 火曜日
(10/15, 11/19,
12/17,1/21, 2/18,
3/17)
10:00~11:30
毎週 (月)～ (金)
9:30～10:30

会場
我孫子ビレジ シ
ョッピングセンタ
ー 2 階ホール
我孫子北近隣セン
ター 並木本館 多
目的ホール

特記事項
参加費 100 円、
タオル・飲み物な
どの持参を!
0 歳~未就園児と保
護者のサロン
申込不要・無料

希望者(事前登録)に、電話訪問ボラン
ティアが電話を差し上げます。

定員: 各回 20 人(先着順)、無料、但し第 4 回は食材費 400 円
既実施のものを含め、3 回以上の受講で終了証を発行します。
10/19(土)
特別養護老人ホー アドバイザーによ
13:30～6:00
ムつくし野荘
る指導 他
11/16(土)
仝上
エプロン・筆記用
10:30～12:50
具等の持参を!
12/14(土)
我孫子ビレジ 2 階 介護相談員による
13:30～16:00
集会室
指導 他
10/11(金)
根戸小 体育館
根戸小 1 年生
9:30~13:00
10/25(金)
並木小 体育館
並木小 1 年生
10:30~13:00
10/27(日)
根戸近隣センター 町会長、自治会長、
9:30~12:00
多目的ホール
民生・児童委員、
市社協他関連組織
11/2(土) ～11/4(月)
我孫子ビレジ シ 掘り出し物探しと
※北部地域文化祭協賛 ョッピングセンタ 喫茶をお楽しみ下
行事
ー 2 階広場
さい。
11/22(金) 9:30~12:00

1/18(土)

9:30~12:30

11/28(木), 12/5(木)
12/12(木)
13:00~15:00
第 23 回「健康と福祉のつど 3/28 日(土)
い」※健康と福祉をメインテ 9:40~15:30
ーマに企画中です。

あびこ市民プラ
ザ・ホール
(旧 エスパ 3 階)
イトーヨーカ堂我
孫子店
(旧 エスパ)
久寺家中学校

無料、オレンジリ
ング、修了証発行
※オレンジリング
を既にお持ちの方
の講座です。
久寺家中 1 年生
(6 クラス)

あ び こ 市 民 プ ラ 講演・健康チェッ
ザ・ホール
ク、楽しいアトラ
(旧 エスパ 3 階) クション等も！
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「Cafe 風」の開店おめでとうございます。
かぼちゃプリンが絶品ですよ♪ とても落ち着ける空間です。
北地区社協も大いに応援させていただきます。
会長

柏﨑房男

つくし野我孫子ビレジショッピングセンター ２F
ＮＰＯ法人みんなの広場「風」

“Cafe 風”が OPEN しました！
①讃岐うどん作り

②自然農での野菜作り

つながる活動を３本柱に活動されています。“Cafe 風”
は障害を持った人の自立・就労支援施設です。
採れたての野菜いっぱい美味しいうどんやデザートと
お茶をいただけます。
店長さんにお話しを伺いました
「おいしい朝ごはん Café」「音楽とお食事サロン」
「子ども食堂」など地域の方々と企画していきます!!
ここで働くメンバーの夢です。
＊Café で修業を積んで、自分でペットカフェを開きたい！K
＊Café でたくさん働いてカナダへ行きたい。R
＊ここで地域の方々と触れ合って、いずれは一般就労を目指
します！K
＊毎日ここで働けるようになり、一般就労を実現するぞ！O
◆赤い羽根共同募金へのご協力をお願い致します。

※開催要領など詳細は、当社協ブログまたはチラシでご確認下さい。何れの行事も、原則として
申し込み順で受け付けていますが、定員オーバーの時は、ご容赦下さい。
申し込み先: 北地区社協 Tel: 04-7165-3434
－

4

－

③地域と

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。
また、北地区社協への直接のご寄付もお願いしています。
－

１

－

◆◆我が困りごとがありますか？

北地区などの下記窓口に相談しましょう！

◆◆

地域共生社会を迎えて

◆◆今、困っていることがありますか？
※既に、我孫子市を始め多様な相談窓口が用意されています。「我が困りごと」に自分達だけで
悩まず、積極的に下記の専門家の皆様に「なんでも相談」しましょう！先ずは第一歩です！
下記相談機関および連絡先は当該機関の広報資料･HP などの既公表資料から引用したものです。
【相談窓口】
【電話または HP などの連絡先】
＊各地区に民生委員･児童委員が委嘱されています。秘密厳守を義務付けられていま
全 般
すので、積極的に相談しましょう！各地区委員は市社会福祉課にお問合せ下さい。
高齢者

【全般的事項】

＊認知症

⇒・高齢者なんでも相談室
👉 7179‐7360(我孫子北地区)
・（市高齢者支援課）
(7185‐1111 代)
⇒・先ずはかかりつけ医に相談。市に認知症初期相談担当あり。

＊介護の全般
👉上記「高齢者なんでも相談室」に相談しましょう！
＊参加･交流･生き甲斐 👉イベントや生涯学習などの紹介はあるが生き甲斐づくり
などの相談を受け付ける総合窓口はない。市 HP 参照。
子育て

【全般的事項】
＊虐待

障害者･児
児
生活･困窮

⇒・柏児童相談所 👉 04‐7131-7175 全国共通局番無し 189
・(市こども相談課)
(7185-1111 代)
⇒子ども家庭 110 番(県中央児童相談所内)👉043-252-1152(24 時間)

・市こども相談課も相談可です。
👉 7185-1821(直通)
＊ひとり親
⇒・(市こども支援課)
👉 (7185‐1111 代)内 7175
＊子育て不安･育児相談 ⇒・健康づくり支援課(保健センター)
👉 7185-1126
＊保育園問題
⇒・市保育課
👉 7185-1490
【全般的事項】⇒・障害者まちかど相談室(あびこ相談支援センター) 👉 7196‐6131
・(市障害福祉支援課)
(7185‐1111 代)
＊就労･自立
⇒・障害者就業生活支援センター ビッグハート柏👉04-7168-3003
＊発達障害
⇒・県発達障害者支援センター[CAS 東葛飾] 👉 04-7165-2515
【全般的事項】 ⇒・市社会福祉課
👉 (7185‐1111 代)
＊生活保護
・上記市社会福祉課
＊DV

・千葉県女性サポートセンター 👉 043-206-8002(24 時間)
・我孫子警察署
👉 7182‐0110

＊引きこもり

自殺予防

・千葉県ひきこもり地域支援センター 👉043-209-2223
(県健康福祉部障がい福祉課 👉 047-445-1305)
＊消費生活 ・市消費生活センター👉7185-1469／消費者ホットライン👉全国共通 188
＊貸付相談
・市社会福祉協議会(生活費等の貸付)
👉 7184-1539
＊自殺予防
・市社会福祉課(ゲートキーパーのまちあびこ)👉7185-1111 代

・千葉いのちの電話
👉043-227-3900(24 時間受付)
・よりそいホットライン(社)社会的包摂サポートセンター👉 0120-279-338
＊日常生活自立支援 ⇒・市社会福祉協議会
👉 7184‐1539
権利擁護
＊法律相談(借金･親権) ⇒・法テラス(日本司法支援センター)松戸 👉0570-078316
・千葉県弁護士会
👉 043-227-8431(代) ＊有料
＊成年後見
⇒・市社会福祉協議会あびこ後見支援センター 👉 7184-1539
・(認定 NPO 法人)東葛市民後見人の会 👉 04-7137-9393
※なお、上記連絡先やリンク先詳細は北地区社協ブログ(http://kita-blog.webnode.jp/) に掲載すべく
準備中です。(鋭意、拡充の予定)
－ ２ ―

【抱えている課題】
※足下が何となく覚束ないなど、

身体に不自由を感じている

お知らせ下さい！

【地域連携ネットワーク】 【新しい仕組みづくり】
＊共助
※住民が主体的に地
包括的ケア支援体制

域課題を把握し互助
による解決を試みる

連動
※判断力が少し低下してきたなど、

自らの意思決定に不安を感じる

◆◆

権利擁護の支援体制

主に【公助＋共助】

「ささえ合い活動」の
仕組みづくりが急務
とされています
主に【互助】

『これから困ることと地域福祉の在り方は？』
足下が覚束なくなるなど身体的不安を感じて、
銀行での預金出し入れが容易に出来なくなると、

在り方として、介護対応などの地域包括的ケア
支援と判断能力の不十分な人々に対する権利

必要な介護サービスを受ける契約を適切に結ぶ

擁護の支援(中核機関含む)が円滑に連動する

判断能力も徐々に不十分になって来ます。
それ故、至近時点での地域福祉連携システムの

地域連携ネットワークの構築･整備が各市区町村
に求められています。

『困りごとを互助でささえ合う時代？』
地域共生時代を迎えて地域住民に共通する課題
を地域全体で解決に取り組む活動(地域支援)と

のささえ合い･助け合い活動で解決する取り組み
(個別支援)が重要となってきています。これら

個人の生活の困りごとを把握して地域住民相互

を互助で繋げ「ささえ合い･助け合って」行く
考え方がコミュニティソーシャルワークです。

『我が地域の「ささえ合い活動」を創りましょう！』
私達が北地区の「ささえ合い活動」を進める
③北地区社協は、皆様の要望を取り纏め、関係
ため、次の手順で検討したいと考えます。
機関と協議して可能な解決策へ繋げて北地区
①日常の買い物や薬の受取り、継続的見守り
での「ささえ合い活動」の活性化を図りたい
など、「抱えている我が困りごと」と「地域の
と考えています。北地区社協で開催している
共通課題」を地域住民の皆さんに参加して頂き
探し出します。
②当社協だよりをお読みの住民の皆様にもお願い
します。今、お困りの事柄(個々の生活課題や
共通課題)が有れば、各自治会･居住者会の社協
委員または社協事務所までお声を掛けて下さい。
『これからの北地区社協の役割は？』
我々の地域福祉の諸課題を従来の公助中心の
仕組みだけで対処するには限界が見えて来て
います。それ故、地域福祉課題を住民同士の
互助で解決する方法『ささえ合い活動』を

月例の「北地区福祉フォーラム」(第 4 水曜
15 時から)という公開の会議の場で皆様方の
ご提案を検討し、関係機関と連携して解決策
に繋げて行こうと考えています。
【北地区社協事務所の住所および連絡先
は 1 ページの表題に記載しています。】

創り出す仕組み(システム)を整え、対応可能
な組織や人々に繋げることが大切です。
この繋げる役割を北地区社協は担って行きたい
と考えています。

－ ３ ―

