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一気に秋が深まりました。朝晩の温度差が激し
く、着る物に悩んでしまいます。風邪をひきやすい
ですから、ご用心ください。寒くなりましたが、空
はきれいです。昼間の青空、夕焼け、一番星。見上
げすぎて、うっかり転ばないようにしましょう。
ホームページは 新木地区まちづくり協議会 検索
新木近隣センターだより２1１号は、１２月１７日に発行します

子どもクッキング
料理セミナー
日 時：29 年 1 月 8 日（日）11：30～14：00
会 場：新木小学校校庭
お正月に各ご家庭飾られた松飾りを持参いただい
て、たき火に点火して燃やす地域で長く伝わってい
る行事です。
残り火でお餅を焼き、一年の無病息災を祈ります。
詳細は、次号 211 号で案内します。

ふらりえ新木野 NOW

12 月の行事予定です。

通常開館日は毎週火、木、土の 13：00～17：00 です
１日（木） 健康体操
13:30～14:30
２日（金） 健康麻雀
13:00～16:30
５日（月） カ ラ オ ケ in 水車 *1 13:30～16:30
６日（火） つるし雛飾り
13:00～16:00
８日（木） 歌声喫茶
13:15～14:45
８日（木） はるか販売
14:45～15:00
１０日（土） 折り紙教室
13:00～16:00
１５日（木） 座 っ て 出 来 る 太 極 拳
13:30～14:30
１５日（木） はるか販売
14:45～15:00
１６日（金） 健康麻雀
13:00～16:30
１７日（土） つるし雛飾り
13:00～16:00
１９日（月） カ ラ オ ケ in 水車 *1 13:30～16:30
２０日（火） クリスマス会 *2
13:30～15:30
２２日（木） 健康体操
13:30～14:30
２４日（土） 折り紙教室
13:00～16:00
２７日（火） ふらりえの大晦日
15 時頃終了予定

＊パン生地でクリスマスケーキを
作ります＊
日 時：12 月 18 日（日）
13：00～15：30
会 場：2 階調理室
会 費：300 円
持ち物：エプロン、三角巾、手ふき、
食器用ふきん、筆記用具
募 集：16 名（定員で締切）
締切日：12 月 13 日（火）
申込み：新木近隣センター
☎7188-2010）

☆ *1 はひとり 500 円
☆ *2 はハーモニカ演奏ほか
☆囲碁は毎週水曜日に開催。但 28 日はお休み。
☆年始は 1 月 10 日（日）から開館
☆健康麻雀は 4 名揃わないと出来ないので、希
望される方は事前にご予約ください
☆サポーター募集中
ふらりえ新木野では、常時サポーター（ボラ
ンティア）を募集しています。ご希望の方は
ふらりえ新木野までお申し出ください
☆ご予約・お問い合わせ・お申し込みは、渡部
の携帯 090-1214-270 まで

「我孫子市健康づくり DVD」の貸し出し

佐々木立雄氏が褒章

秋の叙勲で新木地区まち
市民の皆様の健康維持向上を目的に、市健康づくり支援課
協総務部長の佐々木立雄氏
作成の健康（運動・栄養・歯科）に関する DVD を貸し出し
が、
「瑞宝双光章」を授賞さ
ます。お気軽にご利用ください。
・手続き：受付窓口に申し出
れました。おめでとうござ
のうえ、貸し出し簿に氏名・住所等を記入ください。
新木ふれあい文化祭
います。
・問合せ：新木近隣センター☎7188-2010
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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新 木 ふれあい文 化 祭
１１月５日と６日に、
「新木ふれあい文化祭」を開催いたし
ました。１日目の午前中には雨がパラついていましたが、２
日目は好天となり多くの皆様にご来場いただき、２日間合わ
せて総勢約１，２００人以上お集まりいただきました。
開催時刻の１０時になると多目的ホールで、今回初参加と
なるスイングビート・チーム♪ヒロシの演奏から始まり、舞
踊、コーラス、楽器演奏などが上演され、新木小学校吹奏楽
部の演奏で１日目は終了しました。２日目は湖北中学校吹奏
楽部の演奏から始まり、最後の JAZZ 演奏まで、２日間で合計２０組の演目が上演されました。
今回の演目では、協議会の推奨する「子供たちが新木を故郷と思えるまちづくり」の趣旨に沿
った「ふるさと」の演奏が多く、会場のみんなで合唱する光景が何度も見られました。
１階ではロビーやなかよしコーナーで、２階では会議室や通路に合計１９組のサークルや地域
の皆さんの力作が展示されて、感動を呼んでいました。また５日には「台湾茶芸会」と、６日に
は「裏千家茶道」の二つのお茶会が開催されてリラックスできる催しもありました。そして来場
者のお腹を満たす焼きそばやおにぎり、サンドイッチ、ポップコーンの販売などは、お昼過ぎに
は完売になる盛況ぶりでした。
出場者、出展者、スタッフ、そしてご来場いただいた地域の皆様のちからで、充実した文化祭
となりました。皆様のご来場に感謝いたします。今後とも皆様のご協力でお祭りイベントを盛り
上げていただきたいと思います。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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新木ふれあい文化講演会
１０月１６日、多目的ホールにて成広医院の院長、成広朗先生による文
化講演会が開催されました。この日は朝から文句なしの秋日和に恵まれ、
167 名という多数の参加で会場が溢れました。地域に密着した成広先生と
は顔なじみの方々が多く、終始和やかな雰囲気の中での進行でした。
講演は 10 時から、途中 10 分の休憩を挟んで 12 時まで。テーマは「地
域医療・介護から終末期まで」という内容。年々進む高齢化社会、そして、
それに伴う地域医療のあり方、認知症や介護に関すること、誰
もが迎える終末期の問題など、まさに他人事ではなく、ごく身
近なリアルタイムでの内容だけに、皆熱心に耳傾ける姿が印象
的でした。講演会の最後に、企画部長の挨拶で「皆さん、要介
護にならないように頑張りましょう！」と締めて講演会が終了。
なにはともあれ、介護を受ける身にならないよう、食事や運動
などの生活習慣を見直し、常に頭を使い、好奇心を持って動く
ことの大切さを心に刻みました。

「さつま芋スイーツ」の料理講習会
10 月 23 日（日）13：30～16：00 に新木近隣センター調理室で、
さつま芋スイーツの料理講習を、講師川上恵子先生、アシスタント 2 名、
参加者 13 名、会費 800 円にて行われました。
ちょうどサツマイモ収穫時期で、最
近はいろいろな品種が売られていて、
味の違いを知ることができます。紫色のイモは色がきれいなだけ
でなく、アントシアニンも含まれていて、栄養的にも食べてみた
いものです。
４種類のスイーツと時間がかかるため前もって作っていただ
いていた、ケーキとアイスを最後に試食しました。皆さん和気あ
いあいと楽しく過ごせました。

新木地域会議開催
本年度第 3 回目の会議が 10 月 23 日、12 自治会代表者
と 3• 学校関係者・福祉事業場などが出席のもとに開催されま
した。吾妻台在住の高野甲子雄様から「防災・防犯」につい
ての講演と質疑・意見交換が行われました。各地で地震が多
発するなか、新木地域で防災について体制を強化して推し進
めて行くことになりました。また、新木野高齢者見守りネットワーク、虹の家の参加団体から取
り組み状況についての報告がありました。次回は、来年 2 月 26 日（日）に開催予定です。

シニア楽々講座が開かれました
10 月 15 日シニア楽々講座がＮＰＯ法人鼓響理事長山口江美
さんを講師に開催されました。「高齢を迎える心得～在宅で迎え
る終末期～」の講演は、心掛け次第で 100 歳まで元気でいられ
るというお話でした。つづいて椅子に座り輪になり太いゴムを使
い、急いでその輪を隣の人にまわしたり、引っ張ったりいい運動
量で、じっとりと汗をかいていました。最後に好みの太鼓を選び
叩き、リズムをとりながらしりとりゲームをしました。
約 30 名の参加者は手では太鼓を、頭の中はしりとりで使い、しっかりと認知症予防ができま
した。次回は来年 3 月 11 日（土）の予定です。ぜひご参加ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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こんにちは保健センターです⑦

予防第一！

インフルエンザ

インフルエンザは通常のかぜと比べ、症状が重く、高熱（ 38～40 度）や頭痛、筋肉痛、
全身倦怠感、咳や痰などの全身症状も顕著に現れます 。また、潜伏期間が短く感染力が強
いことも特徴で、毎年、流行期には多くの方がインフルエンザにかかっています。
高齢の方、基礎疾患を持つ方 （慢性呼吸器疾患や糖尿病、免疫機能不全など ）、妊娠中
の方、乳幼児がインフルエンザにかかると、合併症を 併発し、重症化や最悪の場合は、死
に至ることもあります。
インフルエンザと思われる場合は、早めに医療機関を 受診し、適切な治療を受けるよう
にしましょう。

インフルエンザの予防
◆セルフケア◆
①咳エチケットでうつさない！広めない！
インフルエンザの主な感染経路は咳やくしゃみの際に口から発生する小さな水滴（飛沫）
による飛沫感染です。そのため、飛沫を浴びないようにすればインフルエンザに感染する
機会は大きく減少します。
★咳エチケットとは・・・
☆咳・くしゃみが出る時は、マスクを着用しましょう。マスクを持っていない時は、ティ
ッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、他の人から顔をそむけて 1ｍ以上離れましょう。
☆鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受
け止めた時はすぐに手を洗いましょう。
☆咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。
マスクを着用する時は、鼻と口をしっかり覆いましょう！
②手洗い・うがいを励行しましょう
流水・石鹸による手洗いは、手指など体についたインフルエンザ
ウイルスを、物理的に除去するために有効な方法です。
③室内の湿度を保つ
空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなり
ます。特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度（50～60％）を保つ
ことも効果的です。
④十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を
日ごろから心がけましょう。
◆メディカルケア◆

インフルエンザは、予防接種が効果の高い予防方法です

～高齢者インフルエンザ予防接種及び小児インフルエンザ予防接種助成について～
平成２８年１０月１日（土）～平成２９年１月１６日（月）の期間に実施しています。ただ
し、高齢者インフルエンザの市外契約医療機関については、平成２８年１２月３１日までとな
ります。市内契約医療機関・県外契約医療機関には予診票が置いてありますので、保険証等身
分を確認できるもの（小児は母子健康手帳）を持参の上、接種してください。詳しくは市ホー
ムページをご覧いただくか、健康づくり支援課（保健センター）へお問い合わせください。
問い合わせ 我孫子市健康づくり支援課（保健センター） ☎７１８５－１１２６
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