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作   品 サークル名 展示場所 

つまようじアート 我孫子東高校図書委員会 ふれあいコーナー 

利用者の作品 宅老所「虹の家」 なかよしコーナー 

折紙・折紙体験 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの為の折り紙ｻｰｸﾙ ロビー 

活動状況写真 湖北地区社会福祉協議会  ロビー 

教室作品 ふれあい工房 ロビー 

絵手紙 絵手紙の会 会議室Ａ 

パッチワーク作品  キルト・イン・Ｆu 会議室Ａ 

活動報告 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ我孫子二団 会議室 B 

いけばな（合作） 草月・光葉会 会議室Ｂ 

つるし飾り つるし飾りの会 会議室Ａ 

書  道 泰希望道会 マルチルーム前 

書  道 小川 昌子 エレベータ脇 

書  道 上杉 裕子 エレベータ脇 

書  道 江川 教子 エレベータ脇 

書  道 平田 愛 エレベータ脇 

書  道 多田 朋季 エレベータ脇 

押し花額 押し花工房グリーングラス 図書コーナー 

俳句を楽しむ 岬 正雪 図書コーナー 

絵 画・手工芸 若草会 階段通路壁面 

絵  画 もみじ会 ２階通路壁面 

陶  器 藍色ポタリーゼ 会議室Ｂ 

リボン・ドライフラワー  フラワーサークル 会議室Ｂ 

焼きそば 
おおばん 

（９日のみ） 

磯辺焼き、 

お菓子 

みずき 

（９日のみ） 

おにぎり、 

飲み物 

サンドウィッチ 

ふれあいカレー 

新木地区 

まちづくり

協議会 

裏千家茶道 

１１月９日（土） 

１０：００～ 

会場 和室 つつじ 

費用 ２００円 

５０名限定 

新木近隣センターだより２４０号は１１月１６日（土）に発行します。 

展示発表の部 １１月９日（土）、１０日（日） １０：００～１６：００ 新木近隣センター全館 

台風 19 号は大変な被害をもたらしました。新木近隣セン

ターも開設以来初めての避難所開設になりました。利根川は

氾濫せずにすみましたが、みなさん、見物に出ては危険です。

河川は晴れた日にもあふれます。どうぞ、ご自分の命を大切

に。慎重に行動しましょう。被災地の復興を祈ります。 

令和元年 10月 19日 

新木地区まちづくり協議会 

広報部会発行 

我孫子市新木 1500 

新木近隣センター内 

Tel 04-7188-2010 

つまようじアート 
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開始時間 演  目 出演者 曲   目 

10：00～ 吹奏楽演奏 湖北中学校吹奏楽部  

10：35～ コーラス 長寿大学コーラスクラブ  
恋のバカンス、あの素晴らしい愛をも

う一度、他 

11：05～ 舞踊 駒芳会 藍染川、長崎しぐれ、天竜流し、男川 

11：35～ カラオケ 長寿大学カラオケクラブ  

12：05～ 歌と演奏 台湾文化語学交流会 昼食時の BGM 

13：00～ ロック演奏 父ちゃんバンド ビートルズ 

13：40～ 詩吟 長寿大学 詩吟クラブ  

14：10～ 演奏 ＹtoＫ（鳥谷部グループ） 楽しい曲 

 

 

 

 

 

 

秋の健康まつりが開催されました 
湖北地区社協主催の「秋の健康まつり」は、９月１９日に多目的ホール

と会議室を使って、開催されました。来場者は５０～８０歳代の方３７名

でした。 

平和台病院の土井医院長による、「健康寿命をのばす

には」と題する講演と、血圧、握力、リーチ、歩行速度、

肺活量の測定値を基にした健康相談が大変好評でした。

認知程度の検知テストや血管年齢の測定では、悲喜こも

ごもの風景が見られました。これを機会に健康に留意し

て、元気で楽しい毎日を過ごしたいですね！ 

開始時間 演  目 出演者 曲   目 

10：00～ 吹奏楽演奏 新木小学校吹奏楽部  

10：3５～ タブレット演奏 ア・シラネ―ズ 唱歌、童謡、演歌 

11：05～ 舞踊 さくらの会 愛燦燦、人生一路 

11：20～ 舞踊 長寿大ＯＢ民舞クラブ  

11：50～ 舞踊・マンドリン にこにこ会  

12：20～ 歌と演奏 台湾文化語学交流会 昼食時の BGM 

13：00～ 琴演奏 琴伝流大正琴 琴友会 道頓堀人情、人生一路、酒よ、夢一夜 

13：30～ コーラス つつじ会 なでしこ会  

14：00～ 舞踊 紫
し

鶯会
おうかい

  

14：30～ コーラス ルナロッサ＆子供ボラ  

芸能発表の部 １１月９日（土）１０：００～ 多目的ホール 

 

芸能発表の部 １１月１０日（日）１０：００～ 多目的ホール 

 

子どもボランティア募集 
文化祭の運営（受付・案内・販売）について、お手伝いをいただける「子どもボラン

ティア」を募集します。応募いただける方は、新木近隣センター(☎7188-2010)までお

願いします。 
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毎週火・木・土の午後１時から４時半まで開いています。 

イベントのない日は「おしゃべりの会」です 
健康体操 ０５（火） １３：３０～１５：００ 

折り紙教室 ９９（土） １３：００～１６：００ 

バランスボール １２（火） １３：３０～１４：３０ 
つるし雛飾り １４（木） １３：００～１６：００ 

防災講習会（高野講師） １６（土） １３：３０～１５：００ 

鳥谷部さんの歌声喫茶 １９（火） １３：１５～１４：４５ 

座って出来る太極拳 ２１（木） １３：３０～１４：３０ 

コグニサイスﾞ（認知症予防体操） ２６（火） １３：３０～１４：３０ 

つるし雛飾り ２８（木） １３：００～１６：００ 

消防訓練を実施しました 
10 月 9 日、地域住民の方、近隣センター利用者、ま

ちづくり協議会委員など約 40 名の参加にて、消防訓練

が実施されました。近隣センター1F 台所から出火の想

定で「管理人による通報・館内放送訓練」、「避難誘導訓

練」、「消火訓練」、「AED 操作訓練」を消防署員指導で行

いました。 

多くの方々が利

用するセンターで

すので、日頃より

の訓練が欠かせま

せん。特に「AED」

は当センターにも配備してあり、使用時には自動的に使用

方法の手順音声が流れ、利用しやすい設計になっています。

これからも定期的に実施する予定ですので、皆さんの参加

をお願いいたします。 

 

盛会でした歌声喫茶 
９月７日開催の歌声喫茶は、鳥谷部さんの軽快なトークと臨機応変の

伴奏、沼田さんの進行で、５０数人の参加で、盛会に開かれました。 

歌う音の高さは、元歌の歌手が女性と男性で変えるなどして、歌いや

すくするなど、

歌う側に立った

伴奏で大いに盛

り上がりました。

鳥谷部さんは、

参加者の疲れ具

合を見てはご自

身のソロ演奏で

つないだり、合

間に認知症予防体操（コグニサイズ）を入

れたり、歌の出だしが揃わないと序奏から

やり直したりで、気配りも慣れたものでし

た。 

 

☆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。希望の方は

ふらりえ新木野までお

申し出ください  

☆お問い合わせ 

ふらりえ運営委員会 

代表 渡部喜代春 

☎090-1214-2700 
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認知症は早く気づいて対応することで、症状を軽くしたり、進行を遅らせることができます。 

まずは相談が必要か、認知症セルフチェックで試してみましょう。 

認知症の症状はゆっくり現れることが多いです。 

 
自分でチェック

 1 年前と今を比べてみると良いでしょう。 

ものをなくしてしまうことが多くなり、いつも探し物をしている。 

財布や通帳など大事なものをなくすことがある。 

曜日や日付を何度も確認しないと忘れてしまう。     ひとつでも思い当たったら、 

料理の味が変わったと家族に言われた。 まず相談を!! 

薬の飲み忘れや、飲んだかどうかわからなくなることがある。 

リモコンや洗濯機などの電化製品の操作がうまくできない。 

鍋を焦がしたり、ガスの火を消し忘れる。 

いらいらして怒りっぽくなった。 

一人でいるのが不安になったり、外出するのがおっくうになった。 

趣味や好きなテレビ番組が楽しめなくなった。 

  家族や身近な人でチェック          認知症の症状は周囲が気づくこともあります。 

家族や身近な人にチェックしてもらいましょう。 

同じことを何度も繰り返し話したり、聞いたりする。 

しまい忘れが多く、いつも探し物をしている。     いくつか思い当たる場合は、 

曜日や日付がわからず何度も確認する。    まず相談を！！ 

料理の味が変わったり、準備に時間がかかるようになった。 

薬の飲み忘れや、飲んだかどうかわからなくなることがある。 

リモコンや洗濯機などの電化製品の操作がうまくできない。 

鍋を焦がしたり、ガスの火を消し忘れることがある。 

失敗を指摘されると隠そうとしたり、些細なことで怒るようになった。 

財布や通帳などをなくして、盗まれたと人を疑う。 

趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。 

 

気になったらまずは相談しましょう！次回は軽度認知障害についてです！ 

布佐・新木地区高齢者なんでも相談室 

住所：我孫子市布佐平和台 4 丁目 1 番 1 号電話：

04-7189-0294  FAX：04-7189-0290 

利用できる日：毎週月曜日から土曜日まで及び第 4 日曜日 

担当地区新木、新木野、南新木、布佐酉町、布佐、布佐 

平和台、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、 

大作新田、布佐下新田、浅間前新田 

 

 


