こほく地区社協だより・第５２号（１）
第５２号（平成 2７年 10 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

社会福祉協議会は
「安心とゆとりのま
ち」「住み続けたいま
ちづくり」を心掛け、
一人ひとりがつなが
り、思いやりあふれる
地域社会の実現を目
指した活動を行って
いきます。

◆◇11 月～１月の当会関連行事◇◆ ご参加お待ちしています！
行事名

期日

場所

備考

こほく福祉まつり

平成 2７年 12 月５日（土）

湖北中学校

2 頁参照

健康マージャン
教室

毎月第１と第 3 金曜日 13 時～

湖北地区社協
事務所

３頁参照

おやっこ
ルーム

新木

11 月 1２日、12 月 1０日、1 月 1４日

新木近隣センター

おやっこ
ひろば

湖北

11 月１９日、12 月 1７日、1 月２１日

湖北地区社協
事務所

新木

11 月 1１日、12 月

新木近隣センター

湖北

11 月 2０日、12 月 1１日、1 月 1５日

湖北地区公民館

11 月 10 日、12 月８日
相談の申し込みは湖北地区社協事務所へ

湖北地区社協
事務所

ふれあい
サロン

不登校学習相談会

湖北小バザー
に参加！
11 月 7 日（土）湖北小校庭で
同校ＰＴＡ主催バザーが開催さ
れますが、湖北地区社協では、

９日、1 月 1３日

10 時～
11 時半
★無料
10 時～
11 時半
★100 円
13 時半～
15 時半
★無料

こほく福祉まつり
ど ど
ち う
ら ぞ
に
も
お
い
で
下
さ
い

湖北地区社協は１２月５日（土）湖北中学校にて
「こほく福祉まつり」を行います。
「社協まつり」の名称を変え、湖北中、湖北小、新
木小、我孫子東高校とともに企画・立案し共同で開
催するものです。各福祉施設や湖北特別支援学校
の協力も得て、湖北地区の福祉教育をご紹介でき
る機会になるよう努めてまいります。

いま子供に見直されている懐

メイン会場は同中学校の体育館で、うなきち、ふ

かしい「昔あそび」（コマまわ

さだだしお、チーバくんとのツーショット撮影も出来

し、けん玉、輪投げなど）のコー

ます。

ナーを設けますので、皆さん一
緒に楽しみませんか。

例年好評のバザーも行います。掘り出し物を見つ
けてください。これからバザー品などの提供をお願
いします。準備段階でのご協力のほどよろしくお願
いいたします。
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～つなげよう

広げよう

ステージで
【午前】（10 時～）
①オープニングご挨拶

思いやりの心～

12 月 5 日（土）
10 時～

上履き持
って来て
ね～

②キャッツアイのエアロビクス
③バルーンアートパフォーマンス
④里神楽（湖北小）
【午後】（13 時～）
湖北小・新木小・湖北中・我孫子東
高校の各校による吹奏楽

湖北中学校
体育館、ランチ
ルームほか

※フィナーレは皆さんで合唱

バザー（体育館後方二階で）
屋外で

11 時 15 分～13 時まで

★消防車、救急車の展示
★地域の皆様からご提供いただいた品物
★防火服の試着もあるよ！

①雑貨②衣類③陶器
④ぬいぐるみ⑤履物など
★地元の新鮮野菜

屋外で

人気商品のため売り切れ御免

★車イスの体験
（専門の方にによる
ご指導もあります）

体育館後方で
★昔あそび、ゲームコーナー
★健康チェック

模擬店はランチルームで

★福祉施設紹介コーナー

がっつりと「唐揚げおにぎり」、昔懐かしい

★小・中・高・特別支援学校・高齢者の

「すいとん」、ボリュームたっぷりの「焼き
そば」、ふわふわ「パン」、コーヒー、小物の
販売など

作品展示
★高齢者疑似体験
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新春映画会のお知らせ
２０１６年１月１１日（月）１０時からを予定
湖北地区公民館ホールにて
湖北地区社協は来年１月１１日（月）に、「新春映画会」を地
区公民館で行います。暖房の効いた大ホールで皆さんと楽
しく映画を見ませんか。入場無料でお待ちしております。

「龍三と七人の子分たち」（ドタバタ任侠コメディ）
監督：北野

武

出演：藤竜也、近藤正臣、中尾彬、ビートたけし

ほか

70 歳になる高橋龍三は強面の元ヤクザ。引退後は息子
の家で肩身の狭い思いをしていた。ある日オレオレ詐欺に
引っかかる。元暴走族の“京浜連合”が詐欺のほか悪徳商法
で荒稼ぎしていると知って黙ってはいられない。そこで龍
三は、それぞれがわびしい老後を送る昔の仲間７人を呼び
集め、“一龍会”を結成して京浜連合成敗に立ち上がるが…

【おやっこルーム】第２木曜日
寒い季節になりますが元気な皆さんに会えることを楽しみ
にしています。
ぜひお友達も誘ってお出かけくださいね♪

【おやっこひろば】
第３木曜日
読書の秋、湖北地区社協事務所前の図

１１／１２

育児相談＆トイレトレーニング（要予約）
年賀状用写真撮影（スマホ、カメラをご持参く
ださい）

１２／１０

クリスマス会

１／１４ 親子ふれあいタイム

書コーナーを活用してください。小さ
なお子さんにも楽しめる本を用意して
います。
１１／１９

おはなし会
（ゲスト：おはなしさんぽみち）
終了後に年賀状用写真撮影
（スマホ、カメラをご持参

してください）
12／17 クリスマス会
1／21 おはなし会

待ってるよ！

第五期生が新たにスタート！
麻雀教室が相変わらずの人気！

今回も多数の応

募者から五期生１６名が抽せんにより決まりました。
１０月１６日より第１回の教室がスタートし、緊張と不安
の中で親切、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、第四期生は初級コースが終了し、次の６か月間
のブラッシュアップコースへと進みました。麻雀の益々
の面白みと腕の向上へと励んでおられます。
皆さんには、笑顔が絶えない、健康で明るく・楽しい
麻雀を継続して頂きたいと願っております。
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ふれあいサロンからお知らせ
「ふれあいサロン」では各々右記の通りの企画
を用意し多くの皆様の参加をお待ちしております。
大変短い時間（10：00～11：３0）ですが地域の
方々とふれあいながら一緒に楽しい時を過ごしま
しょう。お気軽にお出かけ下さい。

湖北地区
11 月 20 日（金）

折り紙（干支）

12 月 11 日（金）

湖北小交流クリスマス会

1 月 15 日（金） 悪徳詐欺防止の話
代表

長谷川（7188-7080）

新木地区

日帰りバス旅行横浜編

湖北地区公民館にて

新木近隣センターにて

11 月 11 日（水） 「騙されないために」の話

一人暮らしで 70 歳以上の皆さんの親睦を図る恒
例の「日帰りバス旅行」を 9 月 29 日と 10 月 6 日に

12 月 9 日（水）

1 月１３日（水） 新木小交流お正月遊び
代表

開催し、71 人が参加されました。

クリスマス会

大立（7187-2255）

両日とも澄み渡る秋空のもと、スカイツリーなど
車窓から眺める景色に会話も弾むなか、横浜に到
着です。中華街で飲茶のランチに舌鼓をうち、短時
間の買い物を楽しみ、横浜港巡りの遊覧船に。山下
公園を出港し、赤レンガ倉庫群や横浜の新しい顔と
なったランドマークタワーを中心とする「みなとみ
らい 21」の白いビル群の景観を楽しむ。ベイブリッ
ジ、鶴見つばさ橋、大黒大橋などをめぐり１時間余り
の遊覧を終えました。「♪赤い靴」を履いてた参加
者も無く、全員無事に笑顔で我孫子に戻り、来年の
再会を約束して１日の旅を終えました。参加された
皆様ありがとうございました。
囲 丸
ん テ
で ー
昼 ブ
食 ル
を

イ
ザ
乗
船
！

秋の健康まつり
秋の健康まつりは、9 月 14 日（月）午後に
新木近隣センターで開催され、渡部佳代子
先生による「楽しいお話とストレッチ」で始ま
りました。
来場者は 33 人でしたが、布佐から、柏から
と広範囲にわたり、好評裏に無事終了しまし
た。

福祉バザーに参加して
第３９回あびこ福祉バザーは１０月１０日
（土）アビイホール（イトーヨーカドー）で開催
されました。
湖北地区社協は食品売り場を担当し、米・
油・缶詰・お茶など重いものが多かったため

湖北地区社協のコピーサービスご案内

少し苦戦しましたが、おかげさまで完売いた

白 黒

しました。

カラー

用紙を問わず

１枚

￥ 5

Ａ４

１枚

￥25

収益金の一部は「血管年齢測定器」購入

Ｂ４．Ａ３

１枚

￥40

に活用いたします。地域福祉推進のための

社協だより前号の訂正①１頁予定表、ふれあいサロ

バザーです。皆さま来年もよろしくお願いい

ン湖北を「10 月 16 日」②２頁委員一覧表、渡邉慎氏

たします。

の推薦母体を「久遠苑」③２頁ふれあいサロン新木
地区代表大立氏の電話番号を「7187-2255」とそ

編集後記

あれほどの酷暑も季節が変われ

れぞれ訂正します。ご迷惑をおかけした関係者の

ば終わりを告げます。変わらないのはオレオ

方々にお詫びします。今後とも確認作業を徹底し、

レ詐欺被害です。何べんでも言います。気を

繰り返さないよう努めます。（広報担当）

つけましょう。

