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行 事 名 期   日 場 所 備 考 

定期総会 ５月１１日（月） 湖北地区社協事務所 １頁参照 

春の健康まつり ５月２５日（月） 湖北地区社協事務所 ４頁参照 

元気フェスタ 

201５ 
６月２１日（日） 湖北地区公民館 ４頁参照 

新木おやっこルーム 5月１４日・6月１１日・7月９日 新木近隣センター 10時～ 

11時半 

★無料 おやっこひろば 5月２1日・6月 1８日・7月１６日 湖北地区社協事務所 

ふれあい 

サロン 

新木 5月１３日・6月１０日・7月８日 新木近隣センター 10時～ 

11時半 

★100円 湖北 5月 1５日・6月１２日・7月 1７日 湖北地区公民館 

健康マージャン教室 
毎月第１・３金曜日午後 1時から 

（４月から３期生と４期生受講中） 
湖北地区社協事務所 

半年間 12回 

１，０００円 

不登校学習相談会 ５月１２日（火）、6月９日（火） 湖北地区社協事務所 無料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こほく地区社協だより・第５０号（２） 

第５０号（平成 2７年４月発行） 

湖北地区社会福祉協議会 

事務所：我孫子市中里 335-1（スーパーマスダ湖北店 ３階） 
TEL/FAX：7187-2551（月～金） 

E-mail：kohoku@abiko-shakyo.com （メールアドレス） 

http://kohoku.abiko-shakyo.com/  （ホームページ） 

 

◆◇５月～７月の当会関連行事◇◆ ご参加お待ちしています！ 

湖北地区社協は世代

間交流の推進を図る

ため幼児－子供－若

者－親－シニア－高

齢者の結びつく場を

設け、「結びつく社

会・関わりあう社会」

を目指します。 

湖北地区社会福祉協議会は 5 月 11 日（月）に定期総会を開き、新委員を迎えて以下の活動を

含めた諸議案を採択する予定です。 

大きな動きとして、当地区社協は平成２６年４月に千葉県社会福祉協議会から福祉教育推進団

体の指定を受け、学校の先生方とお話しする機会を得ました。福祉教育の会議を通じ湖北小・新

木小・湖北中・我孫子東高校の先生方と互いに意思疎通ができるようになったのは大変意義深い

と思っております。昨年の「社協まつり」は各学校のご協力を得て、これまでにない新鮮なもの

となりました。今年度は３か年計画の２年目にあたり、名称変更も考慮して１２月５日（土）湖

北中学で開催する予定です。 

また、健康マージャン教室は布佐地区社協の全面的なご指導をいただき２年が経過いたしまし

た。高齢者の認知症予防や脳の活性化に効果があると報道され、全国的にブームになっており今

後も継続してまいります。 

ほかの諸活動も各自治会・区やボランティア団体、まちづくり協議会、民児協などとの連携を

一層緊密にしてまいります。地域の活性化と安心、安全な街づくりを目指したいと思います。皆

様方のご理解、ご協力をお願いしてご挨拶といたします。 

   湖北地区社会福祉協議会 会長・渡部喜代春 
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事業別 事 業 名 内    容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
催
事
業 

定期総会 
平成 27年 5月 11日（月） 9 時 30分～11時 30分 

湖北地区社会福祉協議会事務所 

地区社協 役員会  毎月 第２月曜日 9時 30分～11時 30分 

地区社協 定例会  毎月 第４月曜日 9時 30分～11時 30分 

福祉懇談会 区・自治会対象のＡＥＤ講習会 ６月２７日(土) 場所未定 

春の健康まつり 健康を考えるつどい ５月２５日（月）湖北地区社協事務所前  

秋の健康まつり 健康を考えるつどい ９月１４日（月）新木近隣センター  

独居高齢者親睦事業 

 

独居高齢者日帰りバス旅行の実施  新木地区 9月 29日(火)                  

独居高齢者日帰りバス旅行の実施 湖北地区 10月 6日(火)                 

子育て支援事業 
「おやっこルーム」の運営（毎月第 ２ 木曜日） 

「おやっこひろば」の運営（毎月第 3木曜日） 

湖北地区社協まつり 福祉施設と地域との交流 12月 5日(土) 会場：湖北中学校 

広報の発行 
「湖北地区社協だより」の発行 （4月･7月･10月･1月の年4回）

全戸配布 6500部 

高齢者見守り事業 
お買い物支援サービス 

健康マージャン教室（毎月第 1・3金曜日） 

委員研修 ６月２２日(月) 場所未定 

その他の事業 随時企画 

地区社協事務所の運営 毎週 月～金 ９時 30分～16時 30分 

特
別
事
業 

福祉教育の推進 地域の学校と協力して次世代への福祉啓発 

認知症サポーター 

養成講座 
地域住民に定着するよう開催する 

協
力
事
業 

地域文化活動支援 

湖北･新木地区 「ふれあいサロン」 への支援 

ボランティアのための｢折り紙サークル｣ 支援  

毎月第 3月曜日(原則として） 

世代間交流事業 
福祉まつり 5月 10日(日)アビスタ、げんきフェスタ 6月 21日(日)

湖北地区公民館、湖北小PTAバザー (全てに昔あそびで参加) 

子どもの居場所事業 不登校学習相談会への支援 

シニア楽々講座の支援 
7月 9日（木）、10月 22日（木）、3月 10日（木） 

新木近隣センターにて開催 

その他の事業 基本目標達成のため、委員会で決定した事業 
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子育て奮闘中のお母さん！忙しい毎日に疲れていませ 

んか？ 毎月１回、お子さんを連れて集まり楽しくおし 

ゃべりできる場です。季節を感じながらのんびり楽しみ 

ましょう！ ぜひ親子で遊びにきてね❤（三澤） 

場所：新木近隣センター 第 2 木曜日 

対象：乳児～就園前のお子さんとその家族 

時間：１０：００～１１：３０（受付開始９：４５～） 

電話：７１８７－２５５１（月～金 9：30～16：30） 

＜共催＞新木まちづくり協議会 

日 付 内  容 

4 月 9 日 みんなであそぼ（カブト） 

5 月 13 日 手作り遊び 

6 月 11 日 みんなであそぼ（七夕） 

7 月 9 日 ママのしゃべり場 

８月 お休み 

9 月 10 日 やってみよう！ママビクス 

10 月 8 日 はじめての英語 ＜ハロウィン＞ 

11月12日 ママのしゃべり場 

12月10日 クリスマス 

1月 14 日 おやっこ体操 

2月 11 日 みんなであそぼ（おひな様） 

3月 10 日 おはなし会＜手遊びほか＞また会おうね！ 

「ふれあいサロン」は我孫子市のきらめきデイサービ   

ス事業の委託を受けボランティアの自主運営で行っ

ています。高齢者の地域交流と社会参加を促し、いつ 

までも健康で暮らせますことを合い言葉に毎月工夫をこらして楽しく活動しています。お気軽にお

問い合わせ下さい。（和田） 

新木「ふれあいサロン」（新木近隣センター）     湖北「ふれあいサロン」（湖北地区公民館） 

毎月第 2 水曜日 10：00～11：30         毎月第 3 金曜日 10：00～11：30  

4 月  8 日 お花見(宮の森公園)   ４月１７日 警察の交通安全の話 

5 月 13 日 保健師によるお話 ５月１５日 バス旅行 

6 月 10 日 七夕交流会(新木小 2 年) ６月１２日 七夕(湖北台西小) 

７月 ８日 Ｙ to K コンサート ７月１７日 シニアアンサンブル 

８月 お休み ８月 お休み 

９月９日 マジック ９月１８日 絵手紙 

１０月１４日 バス旅行 １０月１６日 いきいき健康講座 

１１月１１日 騙されないために １１月２０日 折り紙（干支） 

１２月９日 クリスマス会 １２月１１日 クリスマス会 

１月１３日 お正月遊び １月１５日 悪徳詐欺防止の話 

２月１０日 琴演奏と抹茶 ２月１２日 お楽しみ会 

３月９日 お楽しみ会 ３月 お休み 
問い合わせ 大 立 7187-2255         問い合わせ 長谷川 7188-7080 

 

はじめました♪ 

日時：毎月第３木曜日 

 １０時受付開始 

場所：マスダ３階  

湖北地区社協事務所前 

親子のためのおはなし会が 

４月１６日(木)から 

始まりました。 

絵本を読んだり、 

手遊びしたり、 

親子で楽しみま 

せんか？（三澤） 
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日時：5 月 25 日（月） 

受付は 13 時 15 分～ 

会場：湖北地区社協事務所 

（スーパーマスダ３階） 

内容：健康チェック、体力測定、血管年齢測定

など、保健師が対応する健康相談コーナ

ーもあります。 

※送迎サービスご希望の場合は予約をお願いし

ます 

問い合わせ 当会事務所☎７１８７－２５５１ 

 

第四期生抽せんにて決まる！ 

麻雀教室人気沸騰！！今回８名の募集に

３０名という３倍強の応募があり、皆さん

のご了解のもと、くじ引き抽せんにて第四

期生が決まりました。 

４月３日より第１回の講習がスタート

し、緊張の中にも親切、丁寧な講師の指導

を熱心に聴きつつ初めての麻雀を楽しんで

おりました。また、第三期生は次の６か月

間のブラッシュアップコースへと進み、

益々の楽しみと腕の向上へと励んでおりま

した。 

卒業後も継続教室を望まれる声が多いの

ですが、湖北地区社協では限りある場所や

日程の都合もあり、かつ出来るだけ多くの

皆さんに健康で明るく・楽しい麻雀に参加

して頂きたいと願っておりますので、ご要

望にはお応え出来ないこともあることをご

了解いただきたいと思います。（原） 

3 月 19 日、地区社協事務所で第三回福祉教育

推進会議が参加学校(湖北小、新木小、湖北中、

我孫子東高)と地区社協及び市社協の担当者及び

湖北・新木各高齢者なんでも相談室の参加で開

催されました。今後の取組として認知症サポー

ター養成講座を各校で開催することや今年度の

社協まつり(名称検討中)を湖北中で１２月 5 日

（土）に開催することなどを決め、今後毎月 1

回のペースでこの会議を開催しながら取り組み

の具体化を進めることになりました。 （牛尾） 

春の健康まつり 

６月２１日(日) 湖北地区公民館・湖北小

学校にて、我孫子市内で開催される子ども

のための２大イベントのひとつ「げんきフ

ェスタ」が今年で２０回目を迎えます。 

湖北地区社協も「昔あそび」で参加します。

けん玉・石けり・輪投げなど、 

毎年パパやママも一緒に楽し 

んでいます。ぜひ遊びに来て 

くださいね！（三澤） 

 

今年 1 月から、湖北地区社協 

事務所でフレッシュな田端彩子さ 

んが人生経験豊か（？）な委員達 

をサポートしています。船戸で両 

親と同居中の彼女は、歌とダンス 

が大好きな独身、うお座のＢ型。本人は人見知 

だと言うが、友人とあけぼの山公 

園でパフォーマンスを目論んだ 

ことも。意外にも古典落語にも興 

味があるとか。皆さん、ダジャレ 

の声掛けもお願いします。 

私の仕事の都合により湖北地区社

協を離れることになりました。ここ

で出会った皆さんとの「縁」を大切

にし、今後の仕事に活かしていきた

いと思います。これからは、我孫子

市全体の福祉の充実に全力で取り組

みます。ありがとうございました。 

（小池斉） 

編
集
後
記 


