
 

 

 

 

 

 

 

 

てんのうだい 介護予防教室 
～天王台地区高齢者なんでも相談室との共催～ 

開催日・内容・講師 

①8月 29日（木）「認知症についてともに学びま           

 せんか？」今川篤子先生（あびこ診療所） 

②9月 27日（金）「バランスウォーキング」 

 駒崎 優先生（NPO法人ウォーキング研究所） 

③10月 16日（水）「健康寿命を延ばす生活習慣 

と食事」 吉岡しのぶ先生（名戸ヶ谷あびこ病院）   

場 所①/③近隣センターこもれび多目的ホール 

   ②       天王台北近隣センター多目的ホール 

時 間 10時～12時 

募集定員 ①/③は 50名 ②は 30名 

教室参加に際し自由に動ける服装でお出で下さい。 

参加費 無料 

申込み 天王台地区高齢者なんでも相談室に 

    電話で（7182-4100）ご予約下さい。 

 

 

我孫子中ＰＴＡバザー寄付物品のお願い 
日 時 10月 26日（土）11時～13時 

場 所 我孫子中学校体育館 

皆様から下記寄付物品を天王台地区社協で8月1

日～10月 17日の間でお受けします。 

・日用品、保存の効く食品、雑貨、未使用の衣類等 

要回収の場合お伺い致しますのでご一報下さい。 

 

介護予防教室「シニアいきいき講座」 
  ～こもれびまちづくり協議会との共催～ 

開催日 9月 22日（日） 

内 容 介護で疲れる前に知っておきたいこと 

場 所 近隣センターこもれび多目的ホール 

時 間 13時 30分～15時 40分 

定 員 50名（要予約） 

講 師 山口 江美氏 NPO鼓響理事長/介護福祉士

介護予防に関する実践的な学習とミュージック 

フープ・打楽器を使ったヘルスリズムスの体操を 

組み合せ、シリーズで開催しています。 

 

   

 

 

 

  イベント情報のお知らせ～皆様の参加をお待ちしております
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おしゃべりサロン 
開催日  

①8月 26日（月） ②9月 2日（月）  

③9月 30日（月） ④10月 28日（月） 

場 所  

①/③/④天王台地区社協活動室（近隣センターこもれび内）  

②   天王台地区高齢者なんでも相談室（談話室）         

時 間 13時 30分～15時 30分 

参加費は無料です。お茶とお菓子で楽しいおし 

ゃべり、折り紙で指先を使ったり、コグニサイズ 

体操で脳と身体が若返ります。笑顔いっぱいのサ 

ロンにあなたも是非参加してみませんか！  

 

 

 

 

開催日・内容 

①8月 19日（月） 手形・足形とり 

②9月 6日（月） 手形・足形とり 

③9月 16日（月）祝日 パパと遊ぼう！ 

④10月 21日（月）  ハロウィンミニ運動会 

場 所 ①/③/④近隣センターこもれび多目的ホール 

    ②   高野山自治会館 

受付時間 10時～10時 15分 

終了時間 11時 30分 

対象:入園前のお子様です。 

季節毎の行事や自由遊びを通じて幼児と保護者

同士の交流をしています。是非お出で下さい。 

 

 

 天王台地区社協（通称）は、天王台駅をはさみ、北側に｢天王台北近隣センター｣、南側及

び東我孫子駅側に｢近隣センターこもれび｣の二つの「まちづくり協議会」の範囲（我孫子中

学校区）で地域福祉の拠点となり、地域の皆様の参加と協力で「福祉の街、天王台」を目指

して福祉事業を展開しています。 
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地区社協「20年の歩み」を振り返って 
平成 10年度（長野五輪、ハマの大魔神） 

11年 2月 13日天王台地区社会福祉協議会設立 

・設立総会参加団体は第 3民児協等 15団体 

・地区社協の該当区域と地区社協規約を制定 

・在宅支援部会・イベント部会・広報部会の 3部会

で活動スタート 

平成 11年度（ITバブル、携帯電話普及率 40%） 

6月 ゆうゆうだより創刊号発行/年 3回発行 

・・・・・・・・・         自治会長との懇談会開催/16年 11月迄 

9月 世代間交流に参加（二小・三小・高野山小） 

9-10月 ふれあいの集い（天王台南・泉地区）開始 

2月 事務局開設/週 3回（月・水・金） 

3月 介護教室開催/14年 10月まで、年数回 

平成 12年度（三宅島噴火、IT革命） 

1月 ボランティア交流会 

      開催/24年 2月迄 ⇒ 

3月 第 3民児協主催、ご 

           っこひろばに参加 

平成 13年度（愛子様誕生） 

6月    のびっ子クラブに協力参加/保健センター 

・                                     主催・毎月第 1水曜日に協力 

11月 我孫子中バザーに参加/17年以降に地区 

社協として本格的に参加 

※ 天王台南区域近隣センター建設委員会参加 

平成 14年度（FIFAワールドカップ） 

7月 ふれあいの集い（下ヶ戸地区）開始 

8月 電話訪問事業取り組み準備/湖北地区実施 

施設の見学、研修実施 

2月 応急処置・救命法講習会/11名参加 

 

平成 15年度（イラク戦争、なんでだろ～） 

5月 のびっ子クラブ自主事業として事業開始 

 

 

        地域の皆様とともに 20年！ご支援に感謝いたします 

当地区社会福祉協議会は、平成 11年 2月 13

日に設立以来、本年 20年を迎えました。平成か

ら令和に元号が引き継がれた 5 月度に定時総会

を開催し、先輩や関係各位が進めてこられた天王

台地区社協の事業内容（下記参照）の「20年の

歩み」を委員全員で「覧故考新」して振り返って

みました。これまで進めてきた施策を参考に、新

しいことを考察し、今後の施策を掘下げるため

      隔月実施、協力ボランティアの応援による 

7月 自治会長・地域福祉関係者との交流会開始 

自治会長・ボランティア団体等との交流会 

3月 電話ボランティア講座開催 

平成 16年度 （新潟県中越地震） 

7月 電話訪問サービス利用者の募集開始 

11月 男性のための料理教 

室開始/天北 13名⇒ 

ひとり親交流会開催 

※    車椅子指導者講習会参加 

平成 17 年度（小泉劇場） 

4月 21日こもれび内に地区社協事務所移転 

       近隣センターこもれび開館/イベント参加 

6月 電話訪問事業開始/ボランティアでスタート 

9月 委員研修開始 

※ 活動室の貸出開始（初年度 14団体 247回利用） 

平成 18年度（山中伸弥教授 iPS細胞、品格） 

7月 脳活性化ストレッチ講習会開催 

     こどもサマーフェスティバルに参加 

9月  市社協「福祉バザー」に参加協力 

※ おしゃべりサロン「ひだまり」開始/毎月第 4 

月曜日（初年度 69名参加） 

平成 19年度（世界金融同時不況、郵政民営化） 

5月 こもれびフェスタ（こもれびまち協主催）に参

加/毎年協力参加 

9月 健康フェア（まちづくり協議会共催）開始 

2月 楽しいお食事会（第 3民児協共催事業）/マ 

  ンドリン演奏と手品（天北近隣で開催） 

平成 20年度（リーマンショック、アラフォー） 

11月 我孫子中バザーに地区社協バザーで参加/ 

 以降毎年住民の皆様の献品により参加 

9月 1市子育て支援施設「すくすく広場」との交流 

 開始/24年迄年 1回 25年から年 2回参加 

 

 

 

2 

に、全員で歴史を学ぶ 20年の節目でありまし

た。地区社協の設立は、小域福祉圏（小・中学

校区域）での地域の連帯感や互助機能を満たす

ための活動を進めることを目的に発足したこ

とを再認識し、地域の皆様とともに「ささえあ

い（愛）活動」を推進してまいります。今後と

もご支援の程、宜しくお願い致します。 

天王台地区社会福祉協議会 会長 細見英樹 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

※ 協力ボランティア登録開始/初年度 26名 
 

月曜日 

加/毎年協力参加 

 自治会長・ボランティア団体等との交流会 
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健康マージャン教室 「第 5期生募集」 
老化防止のために、頭を使い、指先を使い、適度な会話を楽しみ、脳トレを行います。賭けない！

飲まない！吸わない！のマナ―を基本に、麻雀未経験者を対象とした教室です。 

講師が親切・丁寧に指導致しますので安心して始められます。一緒に楽しんでみませんか！ 

期 間 令和元年 10月～令和 2年 9月の 1年間、 月 2回 第 1＆第 3水曜日開講 

時 間 13時～15時 30分 

場 所 近隣センターこもれび内、天王台地区社会福祉協議会「活動室」 

募 集 12名「天王台地区社協地域内に在住の方で、麻雀未経験者且つ 

継続出席出来る方」に限定致します。 

申込み 事務局へ電話で 8月 30日（金）締切 （多数の場合は抽選） 

問合せ 天王台地区社会福祉協議会事務局 TＥＬ 04-7183-9009 

 

 

 

 

   

平成 26年度（消費税 8％、高齢化率 22・3%） 

11月 高野山小 4年生「安心・安全Map」参画 

1月 「むつぼし感謝の集い」に参加・交流 

2月 松戸常盤平団地訪問、孤独死勉強会参加 

※     柴崎台地区安心・安全Map②作成 

※     地区社協訴求パネル・リーフレット作成 

平成 27年度（マイナンバースタート、爆買い） 

11月 「認知症サポーター養成講座」開始 

3月 3.11鎮魂竹宵の集い 2016でMap発表 

※    天王台南地区（1～5丁目）安心・安全Map③作成 

※     天王台南地区地域会議に参加 

※     天王台地区市民祭りに参加（天王台西公園） 

平成 28年度（熊本地震、高齢化率 24.1%） 

6月 シニアいきいき講座、のびっ子クラブ天北で 

      初開催（以後毎年開催） 

7月 親子で認知症サポーターになろう講座参加 

9月 健康マージャン教室開始、1期生 12名 

※     泉地区安心・安全Map④作成 

平成 29年度（稀勢の里横綱、忖度） 

8月 天王台ふれあい祭り参加（天王台駅北口） 

      天王台地区市民祭り参加（天王台西公園） 

9月 天王台北地区地域会議主催防・防災フェスタ 

1        参加～安心安全Map啓蒙活動で参加 

※    下ヶ戸地区安心・安全Map⑤作成 

平成 30年度（大阪府北部・北海道胆振東部地震） 

9月 1のびっ子クラブ高野山自治会館初開催 

10月 10認知症サポーター養成講座こども編高野山小 

12月 出前おしゃべりサロン（天北）初開催 

1月    高齢者疑似体験開催/高野山小 4年生 

       出前おしゃべりサロン高野山自治会館 

※     青山台地区安心・安全Map⑥作成 

 

 
3月 市民活動フェア INあびこ 2009参加  

平成 21年度（民主党政権、高齢化率 17.9%） 

※   ご近所Map（東我孫子）8月発行 

11月 おたのしみ会 

（天北・天南地区、第 

3民児協共催）開始    

平成 22年度（げげげの、小惑星はやぶさ帰還） 

4月 ふれあい日帰りバスツアー開始、成田方面 

                 4月南地区 36名、5月北地区 24名参加 

9月 第 3地区民児協との交流開始 

11月 介護予防教室シニアいきいき講座（高齢者 

      の在宅生活講座）開始（こもれびまち協共催） 

平成 23年度（東日本大震災、なでしこジャパン） 

※ 市社協「あんしんカード」配布事業開始 

 

 

 

 

平成 24年度（第 4次地域福祉活動計画スタート） 

※ 9月より事務局 2名体制週 3日→5日 

※ 天王台地区高齢者なんでも相談室との連携 

※ 障がい者及び福祉施設等のイベント時に施設で 

作った弁当やお菓子の購入開始 

※ ゆうゆうだより 1月号で、もぐりっちょ企画 

平成 25年度（2020東京 5輪決定、おもてなし） 

3月 第 1回ボランティアメッセ開催 

※    東我孫子Map①作成⇒ 

 

 

  

 

 

作った弁当やお菓子の購入開始 



問合せ・連絡先 天王台地区社会福祉協議会（天王台地区社協） 事務局：中村  森本 
開 設 日 時   月～金曜日（祝日 及び 第２・４火曜日は休み） 

午前９時～１２時・午後１時～４時 
所 在 地   〒270-1144 我孫子市東我孫子 1-41-33 近隣センターこもれび内 

・FAX ０４－７１８３－９００９ E-mail：tennoudai@abiko-shakyo.com 

       編集後記 

 4月に発表した新元号「令和」の過熱報道がひ

と段落しましたね。Y新聞に興味深い連載記事が

ありました。令和時代に私たちはどんな食事やフ

ァッションを楽しみどんな住まいに暮らすのか。

最先端の現場取材で未来の姿が見えてくる。                         

 食/世界的な人口増やライフスタイルの変化に

より、地球規模での食肉不足への対応として培養

肉の開発が進んでいる。魚肉の供給不足を見越し、

穀物や野菜中心だった日本の伝統的な食事が新し

い形で復活する可能性もある。衣/着るだけで健診

代わりになる高機能繊維とセンサーを組合せ、着

ている人の動作の解析や生体情報を取得し無線通

信を使い PC等に表示できる服の開発に力を入れ

る。又衝撃吸収素材の服も登場するかも。住/改修 

した空き家を活用して、一定の家賃を払えばどこ

にでも住み放題の住まい等。いろいろな変化が予

想される「令和時代」が楽しみです。（N/O） 

 

 

 

 

この季節の草花だより 

        わが町会はこんな処～笹山町会自治会の紹介 
いろいろな会合で「笹山町会はどこにあるので 

すか?」と良く聞かれます。 

町会の名前と町名が一致してないからです。笹 

山町会は天王台 1丁目の一部と２丁目のほぼ全部、    

３丁目の一部から構成されています。設立されて 

から４６年も経過していますが、他に「天王台自 

治会」があったため、昔の地名をとって「笹山町 

会」とされたと聞いています。 

当町会は JRの天王台駅と東我孫子駅の二つの 

駅に近いため、交通の便に恵まれ、新しい家が今 

でも次々と建築されています。町会の会員数は５ 

８０世帯１１班で構成されており、自治会館を中 

心に活動していますが、8月下旬の土・日 2日 

間に亘っての盆踊り、11月上旬の日曜日の防災 

訓練兼芋煮会の２大行事を中心に会員がまとまっ 

て、盛り上がっています。 

す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            スイカズラ 
             ５月末から６月に

なると各地の山野で

見られます。つい 2

～３年前まではこも

れびの周辺の空き地

でもよい香りを放っ

ていましたが、ここ

数年でその空き地が

すっかり住宅地にな

り姿を消しました。     

スイカズラ科のつる性低木で日本各地に生えて

いて、冬でも葉が落ちないために漢名では忍冬と

書きます。スイカズラは、花冠の下部から密を出

し、花筒を吸うと甘く、子供の頃吸ったことのあ

る大人は多いでしょう。   （H/S）

（         H.S 
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盆踊り等、やめて行く町会が増えている中、我

が町会は常任委員制度（役員・班長経験者の有志

約５０名が毎年二つの行事の世話をしてくれる制

度）のおかげで、スムースな運営が出来ています。 

また、防災委員・防犯委員・資源ゴミ担当、監

査役、老人会会長等は毎年変わったら大変ですが、

ボランテイア精神のある会員が 5年、１０年と長

期に亘って担当してくれているので、運営は比較

的スムースに行われています。                  

会会長や会計は同じ人が余り長くやらない方が良

いとも言われますが、私は会長を３年目になりま

す。一部の会長経験者等には相談役として役員に

も残ってもらい、事務が停滞しないように助言・

指導をしてもらっているのも強みです。 

老人会もカラオケ・グランドゴルフ・囲碁・吹き

矢等、活発です。（笹山町会長 久保信行） 

 


