
 

 

 

 

 

 

 

 

     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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日・内容 

①8月 20日（月） 手形・足形とり 

②9月 7日（金） 手形・足形とり 

③9月 17日（月） パパと「たいこ」で遊ぼう 

④10月 15日（月）  ハロウィンミニ運動会 

場 所  ①・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 ※ 

 ③  天王台北近隣センター多目的ホール 

受付時間 10時 00 分から 10時 15分 

終了時間 11時 30 分 

※ ②は高野山自治会館（最勝院隣）で高野山自 

治会と周辺の方を対象に実施致します。 

 

 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。 

おしゃべりサロン 
開催日 8月 27日（月） 10月 22日（月） 

※9月はお休みです。 

場 所 天王台地区社協活動室（近隣センターこもれび内）  

時 間 13時 30分～15時 30分 

参加費無料で参加できます。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！  

 

 

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・場 所 

10月 21日（日）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サウンドフープ・ 

打楽器を使ったヘルスリズムスの体験を組み合せ 

シリーズで開催しています。 

ストレス解消・リフレッシュにご参加下さい。 

 

 

   

 

 

 

No.66 平成 30年７月 

1 

ゆうゆうだより 66 号に掲載の天王台地区社 
協主催の  催事申込み・及び     問合せ    は電話で 
7183-9009 迄お願い致します。 

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 23日（木）「健康寿命を延ばす運動！」 

 若松 卓 先生（名戸ヶ谷あびこ病院） 

②9月 22日（土）「健康寿命を延ばす生活習慣 

 と食事」吉岡 しのぶ 先生（同上）  

③10月 16日（火）「ロコモ予防」 

轟 幸治 先生（匠マッサージ） 

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 00分～12時 00分 

募集定員 ①③は 30 名 ②は 50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 

連絡先 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 27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

～31日、10月10日～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。 

 

 



電話訪問

集合写真欄

健康で、あかるく、たのしく、なかよく暮らしていくために

「福祉の街天王台」をめざし、平成30年度 新体制でスタート！

人と人の交流が希薄化する

中、天王台地区社協では「人

と人とのふれあい」をテーマ

に高齢者からパパやママと幼

児まで、どなたでも参加して

頂きふれあうことが出来る交

流の場を設け、子育て支援、

世代間交流等地域の方々とか

かわりながら福祉の推進につ

とめてまいります。

交流部部会長 山﨑勝代

・泉自治会
・東高野山自治会
・下ヶ戸自治会
・岡発戸自治会
・岡発戸新田自治会
・高野山自治会
・青山台自治会
・小暮町内会
・笹山町会
・都部自治会

・我孫子市天王台

自治会

きました。おかげさまで地区社協の認知度も徐々に上昇し、活動への

参加増につながってきております。皆様方に“地区社協をのぞいてみ

よう”と言っていただけるよう更なる努力をしてまいります。

地域の福祉活動は、常に「人と地域が主人公である」ことを念頭に、

事業の企画にあたっては「参加していただける活動」「参加して欲し

い活動」を構築し推し進めてまいります。

地域の少子高齢化が急速に進む中、誰もが住みなれたこの町で「い

つまでも安心して、健康で、あかるく、たのしく、なかよく」暮らす

ことができるよう「眼が届く・手が届く・心が届く」ボランティア活

動に委員一同精進してまいります。何卒、ご支援ご協力の程、よろし

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

天王台地区社会福祉協議会定時総会が5月21日開催され、地区社

協のボランティア活動の代表を務めることとなりました。

どうぞよろしくお願い致します。

30年度より2年間の新委員は、天王台地区の自治会役員をはじめ

とした福祉活動経験者など関係諸団体から下記のとおり27団体より

推薦をいただき、42名で構成されました。

まさしく我孫子市が進める「地域会議」の構成メンバーの集まり

ともいえます。地域のコミュニティ活性化のため地区社協も一翼を

担っていければと考えます。

私も平成26年度よりその任にあたり、天王台地区社会福祉協議会

を地域の皆様に“知って”いただくことを最重点目標として、「ゆう

ゆうだより」をはじめ地区社協のＰＲ活動に力を入れて取り組んで

★広報部会からのお知らせとお願い
広報部会は天王台地区社協と皆様の架け橋として

「ゆうゆうだより」を年4回発行し、約1万部あま

りをご家庭に配布しております。

近隣センターこもれびと北近隣センターで実施す

る催事情報を中心にお役立情報や自治会情報を掲載

しております。なかでも「わが町会はこんな処～自

治会の紹介」は概ね好評ですが、今年度は加えて天

王台地区社協委員を推薦頂いた各団体紹介を「わが

団体はこんな処」として隔回掲載いたします。

地域情報や心和ませる情報をお寄せてください。
情報入手の際は事務局宛に連絡を頂き、本紙に掲載

すべく対応致しますので宜しくお願い致します。

『知って』いただき、『参加』いただける活動を進めます。

・早稲田地区自治会
・パークハイツ我孫子台
自治会

・第三地区民生委員児童
委員協議会

・こもれびまちづくり協
議会

・天王台地区校長会
～高野山小学校

・ふれあい弁当の会
・ひなぎくの会
・あびこシニアクラブ

【委員に推薦いただいた団体】
・天王台北地区まちづくり
協議会

・我孫子の景観を育てる会
・音訳ボランティア我孫子
・天王台ふれあいサロン
・生活介護事業所むつぼし
・健康生きがいづくりアド
バイザー協議会

・天王台地区高齢者なんで
も相談室

・天王台地区社協協力委員

★幼児を対象に

入園前の幼児と保護者を対象

に、季節毎の行事と遊びを取

り入れた「のびっ子クラブ」

を通して、親子の絆を深め、

親同士の交流を図り子育てを

支援します。

★小・中学生を対象に

〇二小・三小・高野山小の児童と地区社協担当者が「け

ん玉やコマ等の昔の遊び」で交流します。

〇我孫子中の生徒と「我孫子中PTAバザー」を通して、

中学校への協力を行います。

★高齢者を対象としたイベント

65歳以上の方を対象に、気

軽に参加できる「お楽しみ会

」で食事と演奏や歌を楽しん

で頂きます。

★男性を対象にしたイベント

高齢化が進む中、「男の料理教室」で先生の指導の下、

料理を作り、食事と会話をしつつ交流を深めます。

《平成30年度天王台地区社会福祉協議会の委員の皆さん》

★ふれあい日帰りバスツアー

北地区、南地区それぞれに、独居の方を対象とした日帰

りバスツアーを行います。行き帰りのバスや美味しいお

昼を食べながらのおしゃべりなどで「人とのつながり」

が生まれ深まります。

★おしゃべりサロン

毎月第４月曜日に開催してい

ます。天王台地区社協活動室

で、多くの仲間がおしゃべり

に花を咲かせています。

初めての方も１度参加すれば

もう常連さん「人とのつながり」が生まれ、深まります。

★健康マージャン教室

認知症予防・老化防止のための初心者を対象にしたマー

ジャン教室です。マージャンを通して新しい｢人とのつ

ながり」が生まれます。

★電話訪問サービス

話し相手の欲しい方に、毎週電話を通して話し相手を務

めます。｢人とのつながり」で、利用者さんもボランテ

ィアさんも元気になれます。

最近の研究で究極の長生き

＆寝たきり対策は｢人とのつな

がり」という事がわかってき

たそうです。天王台地区社協

の殆どの活動は「人とのつな

がり」を作るお手伝いといっ

ても過言ではありません。

今年も精一杯がんばります。

どうぞ興味あるイベント・活

動に参加してみて下さい。

福祉部部会長 佐々木雅子

あ

天王台地区社協の活動を紹介します。



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 

 天王台地区社協事務所は下記により休館休みと

させて頂きますので、ご迷惑をお掛け致します。 

工事といえば2年後の7月24日開催の2020 

東京オリンピックを目指し新国立競技場など新設 

・改修工事が各所で佳境を迎えています。    

前回 1964 年時は高度経済成長期の只中にあり 

新幹線や高速道路など突貫工事で仕上げましたの

で、丁度良い改修時期になったようですね。 

前回高校生時の高揚感と比べ今一な処はさて置き

各選手の活躍を期待しつつ、開会式のブルーイン 

パルスの五輪の輪をまた見たいですね！（Ｍ・Ｉ） 
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この季節の草花だより 

             ヒルガオ 

               漏斗型のアサガ

オの様な花を咲か

せ、薄ピンク色が

多く道端や野原の

草むらに生えてい

ます。周りのもの      

に巻きつき昼でも

花がしぼまず「ヒ

ルガオ」と呼ばれ

ています。コヒル 

ガオとよく間違え 

られますがヒルガオの方が花は大きく咲きます。         

日本全土に分布しており、花期はこれから 8月ま

で長く野原に咲きます。我孫子でも空き地があれ

ば何処でも見つけられます。（Ｈ・Ｓ） 

 

あ 

あ 

島藤さん担当 

 

 

 

        わが町会はこんな処～東我孫子区自治会の紹介 
 国道 356号の富士見橋下交差点を我孫子ゴル 

フ倶楽部方面に入っていく道の両側が東我孫子 1 

丁目と 2丁目の東我孫子区です。かつてはここも 

高野山の地名がついていましたが、その後次々と 

住宅が出来、地名変更になり東我孫子 1丁目と 2 

丁目に分かれました。 

 40年前、筆者がこの地へ住まいを移したとき 

は、この交差点脇には林が広がり、道の左側には 

企業の 3階建てのコンクリート社宅が７棟ほど建 

っていて、その両側はゴルフ場までまだ小さな林 

が点在していました。住宅が壊され一戸建ての住 

宅に変わる頃、ゴルフ場までの間にあった林も次 

々無くなって町の様子が変わっていきました。 

近隣センターこもれびへ来る方が軽井沢みたい 

と感心していますが、確かにここは戦前から我孫 

子ゴルフ倶楽部へ来る有名な方々の別荘地だった 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

のです。こもれびも、戦時中の総理大臣近衛文麿氏 

の別荘跡地に建設されました。 

20年前までこの地の夏はクーラーなど要らな

いほど夜は涼しく過ごせたものです。        

東我孫子駅前に有った店舗なども少なくなりこ 

の地区は買い物には少々不自由な場所です。 

が、ゆったりと時間が流れ、おっとりした住人の 

方々とのふれあいはとてもいいものです。 

一時は高齢化率が高くなっていましたが、別荘 

地が次々整地され若い人向けの住宅に変わり、空 

き地もかなり無くなり人口も増加しています。 

今、近隣センターこもれびでイベントなどがある 

と、たくさんの若い親子連れの方々を見かけます。 

新旧の住民が親しくかかわれることで安心して住

める良い住宅地になるといいなと思います。 

（東我孫子 2丁目在住 Ｈ・Ｓ） 
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「天王台地区社協」事務所お休みのお知らせ！ 

天王台地区社会福祉協議会事務局が入居している

「近隣センターこもれび」の設備改修工事による 

休館の為9月 1日（土）～10月 9日（火）
まで、窓口業務をお休みさせて頂きます。 


