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第 28 回 福祉フェスティバル出演者募集!!
今回で 28 回目を迎える福祉フェスティバルは、我孫子南地区の各自治会はじめ関係者の皆様のご協力・ご
支援により地域住民のふれあいの場・思いやりの場として開催されております。

○日

時

令和 2 年 2 月 8 日（土）１２：００～１６：００

○会

場

我孫子駅南口 けやきプラザ２階 ふれあいホール

○出 演 料

ワンステージ ３，０００円

○応募期間

令和元年 9 月 10 日～令和元年 10 月 11 日

○申込み先

我孫子南地区社協事務所
・FAX

０４－７１８５－５１１７（月～金 9 時～4 時）
【昨年の様子】

応募者多数の場合は抽選になる場合がありますがご了承ください。

「南地区社協の紹介」
南地区社協の紹介」
令和元年の我孫子南地区社会福祉協議会の定期総会が５/２１（火）３９名の委員の出席のもと
開催されました。平成３０年度の決算と事業が承認され新しい活動の一年が始まりました。
今年度も昨年に引き続き「
地域の見守り
見守り活動
活動」
「地域の
見守り
活動
」の事業を進めていきたいと思っています。この一
年間の事業の予定です。どうぞご支援ご協力よろしくお願い致します。
一年間の事業
ご参加お待ちしています。
月
５・６

事業

開催日

事業

開催日

日帰りバス旅行

５/３０・６/１９

介護予防教室

４ページ参照

７

おたのしみ昼食会

７/１９

とおんきごう

４ページ参照

９

地域懇談会

９/７

にこにこ広場

９/１７・２月予定

第一小昔あそび
バザー
生活科授業

１０/２６
２月予定

１０

１０/２
健康まつり
１０/１２
福祉バザー
おたのしみ昼食会（調理実習） １０/１６

認知症サポーター

２

福祉フェスティバル

令和２年２/８

３月予定
養成講座

（２）
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第１９回

南地区社協

健康まつりのお知らせ

令和元年 10 月 2（水） 我孫子南近隣センター9 階ホール（けやきプラザ）
入場無料 要予約

午前の部

講演会

定員１００名

10 時 00 分～11 時 30 分（受付 9 時 30 分）

「気にしてますか血糖値」
講師

名戸ヶ谷あびこ病院

薬局長
薬局長 三浦

慎也 先生

多くの方が生活習慣病の予防のため（特に血圧や血糖値）気にして色々な型で
対処していると思います。 今回は、薬剤師から見たお話を伺います。特に薬の正
しい使い方、 知っておきたいこと、 くすりと病気の関係、 災害対策 他 お話を伺います。
日頃の疑問に思っている事等ありましたらどうぞ質問して下さい。

昼食

午前から引き続き午後に参加される方には簡単な昼食を準備しております。ご希望の方は要予約

午後の部
午後の部 健康チェック 12 時 30 分～15 時 00 分（受付終了 14 時 30 分）
身体測定・・・身長・体重・血圧・体組成計・肺活量を計ります。
血管年齢・・・・・指を使って簡単に血管年齢を測定します。
骨健康測定・・・・骨の健康チェックをします。
数ならべ・・・・・速さを測ります。
要予約 体力チェック（定員 40 名）
・・コンピューターによるデーター作成・説明電話・FAX にて申し込み下さい。
脳内元気度測定（定員 20 名）・・機器を使って測定します。電話・FAX にて申し込み下さい。

予約は 9 月 25 日(水)までに下記へ電話・ＦＡＸにて南地区社協事務所まで申込み下さい。
我孫子南地区社会福祉協議会

電話・ＦＡＸ

０４－７１８５－５１１７

令和元年 7 月 19 日(金)今年初めてのおたのしみ昼食会が行われました。

「おたのしみ昼食会」

昼食後、看護師の西田さんよりこれから来る猛暑の過ごし方の諸注意を伺
い、引き続きヤクルトふれあい教室のインストラクターより“腸の元気は、
からだの元気”と日々の生活に参考になるお話を伺いました。

山口先生にうちわ

次回の予定
次回の予定

調理実習

～簡単でだれでもできます～
簡単でだれでもできます～

作りを教えて頂き
アビスタ調理室 １０/１６（水） 費用：３００円
ました。
ご希望の方は我孫子南地区社協までお申し込み下さい。

出来栄え素晴らしく
みんな満足！！
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「南地区の
「南地区の紹介コーナー
紹介コーナー」
コーナー」
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ときわ台町会

（３）

会長 久東 義典

ときわ台町会は、⽩⼭中と四⼩に隣接し、⽩⼭三丁目、船⼾⼀丁目、船⼾⼆丁目のそれぞれの⼀部を含む
JR の線路と⼿賀沼の間に挟まれた位置にあります。700 余世帯の会員数を持ち、マンション、分譲、⼾建て
と⽴場の違う皆さんで運営されています。昨年は、12 月 25 日に町会が 61 歳を迎え、設⽴ 60 周年の余韻を
残しながら、三⼤⾏事「七月に流しそうめん⼤会、⼋月に会員交流サロン（会員の⼒作による展覧会）、⼗⼀
月にときわ台祭り（餅つき⼤会）」を開催しました。毎年交代する地区委員、班⻑（60 余名）と毎年交代しな
い専門部委員（50 余名）からなる運営体制で、年 5 回の定例運営委員会を開催しています。運営委員会では
、総会で計画した⾏事や運営等について意⾒を交わし、そこで決定したことを会員の皆様で助け合って⽀えて
います。今年も三⼤⾏事に加え、防犯パトロール、敬⽼の集い、防災
センター⾒学、防災安否確認訓練、⼦どもクリスマス会等を計画し、
⼤勢による、それぞれの可能なところでのお⼿伝いで、楽しく和気
あいあいと活動しています。

日帰りバス旅行に
日帰りバス旅行に行って来ました。
行って来ました。
５月３０日
５月３０日

蔵の街で

櫻井 佑治

６月１９日 バス旅行に参加して 土肥 静江

ここはいつか来たことがある？この

長女と初めて、日帰りバス旅行に参加させて頂き、

前来たときは、橋の上から川面に沿って空を泳い

役員の優しいお心遣いに感謝しております。高齢（94

でいる鯉のぼりを見たのである。今日は船頭唄を

歳）で、皆と一緒に栃木蔵の街を散策し、巴波川（う

聴きながら巴波川の遊覧船から川を泳ぐ鯉を見た

ずまがわ）で、船に乗り、周りに大きな鯉がいっぱい

のである。群れをなして泳いでいるこの川は、田

集まり船頭さんの歌を聞き、童心に返り、元気を一杯

んぼの用水になるとは思えない綺麗な水である。

いただきました。又、地元で採れた新鮮な野菜をお土

あれ！！

その川面に青空を写し、黒い蔵の壁が一層引き

産に、楽しく一日を過ごすことが出来、感謝いたして

立って見えた。五月晴の空の下、感激ひとしおで

おります。来年も参加できるよう、毎日スポーツクラ

あった。

ブに通い、体力保持に頑張ります。又、皆様とお会い
できる日を楽しみにしています。
役員の皆様、有難うございました。

（４）
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今回は南地区社協の事業の１つである「とおんきごう」
「とおんきごう」の活動
「とおんきごう」

子育て支援「とおんきごう」
の様子を紹介します。是非、未就園児の方はご参加ください。

南近隣センター9 階（けやきプラザ）
毎月第 4 木曜日

未就園児 100 名迄

持ち物：おんぶ紐
今後の予定 9/26・10/24・11/28

介護予防教室開催のお知らせ
介護予防教室開催のお知らせ
要介護になることを防ぐために骨・関節・筋肉・神経などを意識した簡単な体操を楽しんで行う教室です。
講師：渡部佳代子（介護予防指導士）9/11.25 10/9.23

11/13.27 ＊12 月はお休み 月第 2・4 水曜日です。

フレンドネット委員会と地域懇談会
地域の皆様に「高齢者の見守り活動」をアピールして約８年。メンバーによる地域での自主活動、市高齢者支
援課や高齢者なんでも相談室との連携による実践活動などに取り組んでいます。そこで、自治会・町内会・町会
の役員さんとの情報や意見の交換を行うため毎年開催している「地域懇談会」に、民生委員・児童委員さんの参
加もいただき、地域での高齢者の見守り活動の充実を目指しています。
今年は、９月７日(土)に「地域懇談会」を開催する予定です。特に、昨年からは「我孫子南まちづくり協議会」
との共催での開催になりました。より幅広い地域活動の展開に皆さんのご協力もお願いいたします。
10 月 1 日～3
日～3 月 31 日まで

福祉バザー
福祉バザー

◆お申込み・お問い合わせ◆
共同募金運動が始まります。

「第４３回あびこ福祉バザー」開催

南地区社協では、この期間、事務で

日時：10/12(土)10:30-15:00

の募金箱設置、受付。各種イベント

場所：アビイクオーレ３階アビイホール

での募金運動を行います。

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
電話・FAX
04-7185-5117
月～金 9:00～16:00

（イトーヨーカドー我孫子南口店）

主催：第４３回あびこ福祉バザー実行委員会

E-mail minami@abiko-shakyo.com
ホームページ

＊各自治会を通じて、沢山の物品の提供を

http://minami.abiko-shakyo.com
お願いいたします。

