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第２７回

福祉フェスティバル開催のお知らせ

恒例の福祉フェスティバル
恒例の福祉フェスティバルも
福祉フェスティバルも今年で２７回目
今年で２７回目になります。これも地域の
になります。これも地域の皆様と
。これも地域の皆様と各自治会・
皆様と各自治会・町会
各自治会・町会・町内会
町会・町内会
の皆様のご協力ご支援の御陰と感謝しております。
の皆様のご協力ご支援の御陰と感謝しております。
今年も楽しいプログラムを用意しましたので、多くの方々
今年も楽しいプログラムを用意しましたので、多くの方々の
多くの方々のご来場お待ちしております。
なお、会場前の
なお、会場前のギャラリーでは
ギャラリーでは市内
では市内福祉施設
市内福祉施設の紹介
福祉施設の紹介パネルと
の紹介パネルと作品の展示
パネルと作品の展示を行っております。
作品の展示を行っております。
当日は災害募金箱
当日は災害募金箱を
募金箱を今年も用意しますので
今年も用意しますので、ご協力お願いします。
しますので、ご協力お願いします。

日時：
日時：平成３１年１月１９日(土)

１２時開演(
１２時開演(開場１１時３０分
開場１１時３０分)
３０分)

場所：
場所：我孫子駅
我孫子駅南口 けやきプラザ２階 ふれあいホール

プ ロ

グ

ラ ム

１２：００ 開会式
① １２：１５ 吹奏楽

(我孫子高等学
我孫子高等学校
高等学校)

② １２：５５ 合唱

(我孫子第一小学校
我孫子第一小学校)
第一小学校)

③ １３：１５ 和太鼓

(和太鼓サークル「
和太鼓サークル「てん」
てん」)

④

１３：３５
１３：３５ クラシックギター
クラシックギター (山口 葉子)
葉子)

⑤ １３：５５ バンド演奏
バンド演奏

(東葛シンフォニックバンド
東葛シンフォニックバンド)
シンフォニックバンド)

⑥

(村越 英子)
英子)

１４：１０
１４：１０ ハーモニカ

⑦ １４：３０ 軽音楽

(ホットポットファミリー)
ホットポットファミリー)

⑧ １４：５０ 尺八・琴
尺八・琴

(坂田 梁山)
梁山)

特別出演

(樋口 美佐子
美佐子)
⑨ １５：１５ 歌

(葵

ひろ子)
ひろ子)

特別出演

１５：４０
１５：４０ 閉会

✽

入場料

：３００円 （当日券あり）

✽

チケット販売所：南地区社協事務所・ぽぽら（けやきプラザ 1 階）

✽

当日チケットをご持参の方には福祉施設の製品をプレゼントします。

◎予定時間より多少前後する場合があります。予めご了承下さい◎
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「第一小学校の昔あそび」
第一小学校の昔あそび」に参加して
10 月 27 日（土）我孫子第一小学校のバザーやイベントの中で昔遊びが開催さ
れ南社協の皆さんが参加しました。将棋、囲碁、オセロ，オハジキ、お手玉，綾
取り、折り紙、紙鉄砲折り、独楽回し、けん玉など、その昔それぞれが励んだ遊びに生徒さんと楽し
く遊びました。生徒さんも他のイベントから回ってきて、得意な遊びまた初め
ての遊びに触れて一時を楽しんでいました。第一小学校 PTA の方々が参加者の
名札を作って下さり、大変気を使っていただき和やかに半日が過ぎました。参
加されたことの無い方や昔遊びにご興味のある方は、ぜひ次の機会にご参加さ
れる様、お願いします。

「第１８回

健康まつり」が開催されました。
開催されました。

１０月３日(水)我孫子南近隣センターに於いて高齢化の時代を
元気に健康に過ごしたいという思いが高まる中、大勢の参加があ
りました。
今回は名戸ヶ谷あびこ病院総長高橋一昭先生をお迎えし「がんの予防について」実
例を交え、分かり易くお話していただきました。
「予防が大切。常に身体のチェック。
人間ドッグは大切です。
」という事でした。
午後からは恒例の体力測定、高齢者なんでも相談室との相談、栄養相談などを実施
しました。皆様から「毎年楽しみに待っている」との声も聞かれました。

「地域懇談会を開催」
地域懇談会を開催」 ―「まちづくり協議会
―「まちづくり協議会」と初の共催で―
づくり協議会」と初の共催で―
９月１日(土)、我孫子南近隣センター９階ホールで地域懇談会を開催しました。今回は、平成２５年
度の懇談会開催開始以来、
「我孫子南まちづくり協議会」との初めての共催での実施となりました。自治
会・町会等の役員２０名、民生委員児童委員２２名、南まちづくり協議会役員と当地区社協役員２２名
等が参加しました。
地域毎のグループに分かれての顔合わせと、予め提出された課題「高齢者の見守り」
「空き家の雑草処
理」
「各種ゴミ処理」
「防犯カメラ設置」
「自治会等の役員不足」等々についての意見交換、情報交換が熱
心に行われました。
この懇談会は、地域での「南地区社協活動」の認知度を高めるために開催されました。ご参加いただ
いた皆さんの地域福祉向上への思いは熱く、今後のそれぞれの地域活動での連携や協力の推進が期待さ
れます。
なお、懇談会の前半では、
「遺品整理人が見た『孤独死』の実態と今から始める生前整理」のテーマで、
整理コーディネーター・岩見良教氏の講演も行われました。
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栄 町会
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町会長

佐藤誠二

常磐線と成田線と県道に囲まれた栄地区には約 700 世帯が暮らしている。一つの自治会と２つ
の町会があり、小規模だが栄地区集会所もある。
栄町会は会員数が 400 世帯弱、細道と坂の多い地形です。町会発足は昭和 29 年 12 月、新制我
孫子町誕生の半年前であり、長い歴史をもっている。９ブロック 26 組で構成され、毎年各ブロ
ックから理事を選出する。毎月開催する理事会で具体的活動内容などを話し合っている。
町会の重要な役割は会員同志の親睦を深める事です。年 2 回の親睦昼食会と 1 回のバス旅行
を実施している。前者は歌唱や体操などの催しと、お弁当が楽しみです。バス旅行参加者は減
少傾向にあり、旅行先選定に四苦八苦している。代替行事として落語会や町内演芸会を開催し
た事もあります。
震災時、向う五軒両々隣程度の規模で迅速に安否確認が出来る様にしたい。最近、町会名入
りの黄色いタオルを作り全戸配付した。「仏作って魂入れず」にならない様な活動が今後の課題
です。

※南地区社協より地域の皆様にお願い
我孫子市も団塊の世代が 75 歳となる 2025 年を前にして、可能な限り住み慣れた地域で、自
分らしい暮らしを人生の最後まで出来るよう、地域の中で包括的な支援、サービスが受けられ
る仕組みの構築を進めています。その一環として地域の中で行う住民同士のささえあいの取り
組みを「高齢者地域ささえあい活動」と呼びます。
南地区社協では平成 24 年度我孫子市の「高齢者なんでも相談室」や「高齢者支援課」と連携
しながら「見守り活動」を初めて現在に至っています。見守り活動の柱は次の２つ
①直接的見守り
月に 1,2 回見守り希望者宅を訪問する。
②間接的見守り
自宅の周辺より、見守り希望者の状況を間接的に見守る。
いずれの見守りの場合も、見守り希望者に何か変化があったら、行政と連携を取りながら活動
しています。

のスローガンの下、向こう三軒両隣の気持ちの声掛けを通して、地域が一体となって支え合う
よう皆様にご協力をお願いします。

見守りのしかた～こんな点
見守りのしかた～こんな点に注目を！
のしかた～こんな点に注目を！～
に注目を！～
・雨戸が閉まりっぱなしになっていないか
・新聞などがたまっていないか
・普段出歩く人なのに 1 週間以上みかけていない…等
⇒異変を感じたら、連絡
異変を感じたら、連絡を！！
連絡を！！
我孫子地区高齢者なんでも相談室
我孫子地区高齢者なんでも相談室

０４－７１７９－７３６０
０４－７１７９－７３６０

我孫子市役所 高齢者支援課 ０４—７１８５－１１１２
０４—７１８５－１１１２
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第４２回あびこ福祉バザー開催
平成３０年１０月２０日（土）アビイホール（ヨーカ堂南口店３階）で開催。
南地区社協が各自治会・町会・町内会や個人から多数の提供品をいただき、大変ありがとうござ
いました。
おかげさまで、収益金が 800,714 円となりました。今年度の収益金からの購入品は、
「疑似体験
用品セット」
用品セット
」の購入を考えています。

子育て支援「とおんきごう」
子育て支援「とおんきごう」
 今後の開催予定日 
平成３０
３０年１２
３０ １２月２５
１２ ２５日(火
２５ 火）クリスマスコンサー
クリスマスコンサート
コンサー を行います。
出演：堀井美栄さん（トランペット演奏）
申込：直接会場へお越しください。
平成３１
３１年１
２４日（木
木）・２
２月２８
２８日（木
木）・３
３月２８
２８日（木
木）
３１ １月２４
２４
２８
２８
時 間 １０時３０分～１１時３０分
１０時３０分～１１時３０分
場 所 南近隣センター
南近隣センター９
階ホール（けやきプラザ内）
９階ホール
内 容 お母さんと子供の交流会
対 象 未就園児とその保護者
費 用 無料
持 ち物 おんぶひも

「おたのしみ昼食会」１０月１６日(火)アビスタ調理室にて開催されました
おたのしみ昼食会の中で恒例となりました調理実習。
今回のメニューは
① 焼き鳥缶の炊き込みご飯
② シュウマイと野菜の炒め物
③ ツナポテトサラダ
④ 玉ねぎと卵の味噌汁
会場では、ご夫婦で参加の方も離れ離れになり、今回男性グループが二つも出来、話が
弾みとても楽しい会になりました。
「もっと回数を増やして下さい」とスタッフを喜ばせてくれました。
◆お申込み・お問い合わせ◆
我孫子南地区社会福祉協議会事務所
〒270-1152

我孫子市寿 2－27－41

ホームページ http://minami.abiko-shakyo.com

電話・FAX
月～金

04-7185-5117
9:00～16:00

E-mail minami@abiko-shakyo.com

