こほく地区社協だより・第 4９号（１）
第 4９号（平成 2７年 1 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
ホームページを開設しました http://kohoku.abiko-shakyo.com/

◆◇２月～４月の当会関連行事◇◆
行

事

名

おやっこ
ルーム
ふれあい
サロン

期

湖北地区社協の重点
事業は①見守り活動
の推進＝安心、安全な
まちで「共助社会」を
目指す②世代間交流
の推進＝各世代が役
割を担い、結びつき関
り合う社会を目指す。

ご参加お待ちしています！

日

場

所

新木

２ 月１2 日・３月１2 日・４月９日

新木近隣センター

湖北

２月 19 日・３月 19 日・４月 16 日

中峠台竣工記念館

新木

２月休会・３月１1 日・４月８日

新木近隣センター

湖北

２月 13 日・３月休会・４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
（現在４月からの四期生募集中）

湖北地区社協事務所

備

考

10 時～
11 時半
★無料
10 時～
11 時半
★100 円
半年間 12 回
★１，０００円

新年あけましておめでとうございます。
昨年は御嶽山の噴火、広島の集中豪雨による土石流災害など、自然災害で
尊い人命が失われました。今年は平穏無事な１年であるよう祈っています。
さて、湖北地区社協も昨年４月に「福祉教育推進団体」に指定され、今年
は２年目を迎えることになります。管内４校との連携を密にして福祉教育の推進に努める所存です。
また、今年の総会では委員の任期が到来しますので、委員の交代もあるほか、事務職員も一人交
替いたしました。新年度から新たな体制でスタートすることになります。
我孫子市は、今年市制４５周年を迎え、さまざまな事業を実施する予定があります。
我孫子市が推進している「地域会議」も今年は本番を迎え、各種団体との連携強化
が一層大切な年になります。福祉教育４校はじめ新木地区まちづくり協議会など
との連携を密にして、各種イベントを実施して行きたいと考えております。地域
の皆様方に喜ばれ役立つ企画を実施したいと考えております。
今年も皆様方のご支援とご協力のほどよろしくお願い申し上げ、新年のご挨拶と
いたします。

会長

渡部喜代春

委員さん募集中！
今年、湖北地区社協では委員の改選を行います。地域福祉に興味を持ち、私たちと一緒に活動し
ていただける方を募集しています。年齢、性別は問いません。連絡をお待ちしています。
☎7187-2551（湖北地区社協事務所）
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社協まつりに
「うなきちさん」と「ふさだだしお」も参加
湖北地区社協の「第 6 回社協まつり」は昨年 12 月 6 日（土）
に湖北地区公民館で開催されました。
今回は、福祉教育の一環でパッケージ指定された我孫子東高、
湖北中、湖北小、新木小の各学校からご協力をいただきました。
高校と中学の生徒さんがボランティアとして参加し、高齢者と触れ合う接待や受付、販売、会計、
マスコット着ぐるみでのアピールなどを担当、まつりを盛り上げてくれました。両小学校の生徒さ
んからは絵の展示があり、お年寄りも楽しそうに見ていました。高校の書道部は、各看板の文字を
墨痕鮮やかに書いてくれました。
映画、バザー、福祉施設の作品展示と即売などを行い、
時ならぬ総選挙で会場の一部が使えない不自由さを乗
り越えてなお、充実したまつりでした。野菜やバザー品
の提供、当日ご協力いただいた多くの皆様方に改めてお
礼申し上げます。売上金 103,867 円は当会の福祉活
動に使わせていただきます。（篠﨑）
11 月 15 日(土)

「シニア楽々講座」開催のお知らせ

湖北小バザーに

新木地区まちづくり協議会と共催で開催して

湖北地区社協は「昔あそび」で参加しまし

おります本年度最後の講座を下記のように開催

た。当日は晴天でしたが強風のなか、輪投

いたします。一度参加された方は「大変楽しか

げ・けん玉・コマの 3 種類の懐かしい遊び

った」と好評で毎回参加していただく方が多い

を用意しました。

ようです。皆様方もお誘い合わせのうえ是非一

湖北小バザー

昨今は家の中でパソコンゲームやスマホ
ゲームに夢中になる子供が多いなか、この

度ご参加ください。
日

時

日ばかりは明るく楽しくいきいきと遊ぶ姿
が印象的でした。特にけん玉とコマ回しに

場

所

新木近隣センター１階

多目的ホール

（新木小学校となり）
講

師

回ってるコマを紐で空中に上げ「手の平」
に乗せて回している子供達も見受けられま

１３時３０分よ

り１６時３０分まで

は腕自慢の子供達が多く、けん玉では検定
に挑戦する子、コマ回しでは地面で力強く

平成２７年３月５日

特定非営利活動法人「鼓響」
理事長

内

容

した。

山口江美先生

前半１時間は講演「認知症ってなーに」
vol.1

お父さんお母さんや社協の委員の皆さん
もしばし童心に返って楽しんだ一日でし
た。（片倉）

その後は、太鼓や色々な器具を使って楽しい
運動です。椅子に座って行いますので、足の悪
い方でも参加できます。（渡部）
問合せ

新木近隣センター
☎７１８８－２０１０
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うちの自治会・区 第８回
今回は中峠下区自治会の紹介です。
区長の伊藤正順（マサノリ）さんから中峠下区公民館の一室にてお話を伺い
ました。暮れの押しつまった寒い日の午後、インタビューは実になごやかに、
また質問には忌憚なく応じて頂き、お蔭で予想以上に話が広がり時の経つのを
忘れるひと時でした。
伊藤さんは石材商を経営、趣味はカメラで多忙な毎日の合間を利用して野仏、石仏に会いに行く
ことが一番！！とのこと。硬い石を扱う伊藤さんの温和な一面を伺い知ることが出来ました。
そもそも中峠下区は、元は「芝原（しばら）」と言ったそうです。この地域が北条氏の出城古利
根の崖上にあった芝原城の一円であったことが想像できます。
さて、現在の中峠下区は約５８０世帯の大所帯。新しい会員がおおむね７割なので新旧住民の融
合は最も大切なことであり、またそれが上手くいくことで自治会の存在意義も増す訳です。これは
大事な課題の一つであるのです。
中峠下区自治会の組織紹介
役

員

区長１人、区長代理２人、評議員２５人、班長２１人

役員の任期

三役および評議員は２年、班長は１～２年

選任方法

評議員および班長はおおむね輪番制
三役は下区の中の三地区の選考委員で候補者を選出し三役を交えて候補者に当た
り決める

会議の状況

評議員会

月１回（８月・１２月・１月は無し）

三役会議は随時（評議員会前）
主な行事

芝原のころからの伝統をもつので行事は多い。
防犯パトロール・夏祭り・八坂神社祭礼（上区と隔年）・足尾山神社祭礼・中峠不
動尊初釜（初不動）・ごみゼロ運動等々

従ってこれだけの地縁運営は大変である。しかも役員は申し送りがないからイチからのスタート
である。試行錯誤と工夫とで団結し事に当たる。つまり組織運営は上々であるようだ。課題は事務
局体制の整備と自治会員全員の協力を一層深める事と区長は力をこめて語っていた。
長居をして日が傾きかけたころ謝辞を述べて退出。公民館の後方にある不動堂に寄りました。前
面に吊るされた鰐口の鐘は、綱を打ち振って鳴らすとふくらみのあるやわらかくて低い音色が響き
驚きました。この辺では珍しい鐘の音でした。（下山）

ＡＥＤ講習会

ＡＥＤ講習会には自治会の担当者はもちろんのこと、興味をお持ちの方は
どなたでもご参加いただけます。消防署から「普通救命講習Ⅰ修了証」が発行されます。一緒
に受講しませんか。申込みお待ちしています。
日

時

３月２１日（土）９時３０分から約３時間

場

所

マスダ湖北店３階

申込み

湖北地区社協事務所前

☎７１８７－２５５１（湖北地区社協）

締 切 ２月２７日（金）4９号（４）
こほく地区社協だより・第

先着３０名

ふれあいサロンからお知らせ

「湖北地区ふれあいサロン」では毎年折り紙で
“干支”を折って台紙に貼り、壁掛けを作って新
年を迎えています。2015 年は未年ですので“ひ

つじ”を折りました。講師の方が分かりやすく、丁寧に教えて下さいますので、利用者の皆様はボ
ランティアの方々と一緒におしゃべりしながら楽しそうに作品を作り上げています。
一方、「新木地区ふれあいサロン」では毎年新木小学校の生徒さん達と、昔から伝えられてきた
“お正月遊び”の交流会を開いています。生徒さん達は目をきらきらさせ、利用者の皆様もボラン
ティアの方々も童心に返ってにこにこしながら楽しい時間を過ごしています。
“ふれあいサロン”は高齢者の皆様の憩いの場です。毎回いろいろな催しをしています。お近く
のサロンにお出かけください。お待ちしています。（渡辺）
湖北地区

新木地区

2 月 13 日 歌声喫茶

2月

休会

3月

3 月 11 日

お楽しみ会

4月8日

お花見

休会

4 月 17 日 春のコンサート（ＹtoＫ）
長谷川

☎７１８８－７０８０

大

立

☎７１８７－２２５５

第四期生を募集！
暖冬という予報に反して寒

飲まない！吸わない！賭けない！の三原

い日が続いてますね。インフル

則で一緒にマージャンを楽しんでみません

エンザも流行中ですので、おで

か。親切・丁寧な講師の指導を受けつつゲー

かけ後は、うがい&手洗いを忘

ムの楽しさを覚えることができます。

れずにして予防しましょう！

期

間

北風に負けず１２月も元気

平成 2７年４月～９月の 6 か月
原則月 2 回、第１・第３金曜日

におやっこルームへ参加してくれた皆さんは、サン

時

間

午後 1 時～4 時

タキャップをかぶったり赤鼻のトナカイさんにな

場

所

マスダ湖北店 3 階

りました。楽器兼リースの
工作、クリスマスの歌の後

湖北地区社協事務所
募

集

はサンタさんからプレゼ
ントをもらいました。そし

限る）
申込み

て、一緒に記念撮影をして
ニコニコです♪

これからの予定
２月

手作りおひなさま
顔が命のおひなさま～♪
どんな顔になるかしら？

３月

おたのしみ会
ゲスト・おはなしさんぽみち
手遊び・ペープサートほか

８名（必ずマージャン未経験者に
下記事務所へ電話で。2 月 27 日
締切（多ければ抽選）

参加費

１，０００円（１２回分・資料代）

問合せ

湖北地区社会福祉協議会事務所
☎７１８７-２５５１

（月曜日～金曜日９：３０～１６：３０）
寄付金：まなびぃ・あびこ様より寄付金をい
ただきました。ありがとうございました。
社協まつりでは、多くの中高生の協力
がありました。ありがとうございまし
た。将来もこの地域に貢献してくれる
ことを願っています。（小池）

