令和元年 11 月 16 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

夕日が美しい空になりました。日の暮れはとても
早く、冬の訪れを告げています。暗くなってからの
買い物は車に注意しましょう。インフルエンザも流
行り始めています。手洗い、うがい。毎日の少しの
努力が大事です。年末に向かって、元気にがんばり
ましょう。
新木近隣センターだより２４１号は１２月１４日（土）に発行します。

第２１回新木ふれあいあわんとり
お正月にご家庭で飾られた松飾りを持参いただき燃やす、地域に永く伝わる伝統行事です。
残り火でお餅を焼き、無病息災を祈ります。詳細は、次号でご案内します。
日 時：令和２年 1 月 1２日（日）11：30～14：00
会 場：新木小学校校庭

しめ飾り講習会のご案内

実践に活きる避難所運営訓練

日 時：12 月 2２日（日）
１０：００～１５：００
会 場：多目的ホール
会 費：７００円
募 集：３０名
定員になり次第締切り
持ち物：はさみ（紙用、わら用）、
敷物、セロハンテープ、昼食
申込み：新木近隣センター
電話 04-7188-2010
締切り：12 月１０日（火）

避難所運営ゲームで、災害対応力を磨きます
日 時：12 月 14 日（土）９：３０～１２：００
会 場：新木近隣センター 多目的ホール
講 師：高野 甲子雄さん
募 集：６０名
申込み：新木地区まちづくり協議会（☎7188-2010)
あびこ市民活動ステーション(☎7165-4370)
締切り：１２月７日（土）
主 催：新木地区まちづくり協議会
あびこ市民活動ステーション
あびこ市民活動ネットワーク

ケーキでエンジョイ

料理セミナーの案内

皆で楽しくデコレーションケーキを作ろう
日 時：12 月 1５日（日）
１３：３０～１５：３０
会 場：新木近隣センター 調理室
会 費：３００円
募 集：１６名
持ち物：エプロン 三角巾 手拭き
食器用布巾 筆記用具
締切り：１２月１１日（水）
申込み：新木近隣センター（☎7188-2010）

みんなで楽しく歌いましょう
♪♪歌声喫茶ｉｎ新木♪♪
キーボードの演奏をバックに、歌いたい曲
をリクエストして歌います
日時：１１月３０日（土） 13:30～15:30
会場：多目的ホール
指導：鳥谷部由美子さん
進行：沼田 信子さん
会費：５００円 お茶、お菓子付き
申込み：不要です。直接会場まで！
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新木小学校４０才おめでとう！
あのけやきのようにすくすくとのびあがっておくれ
新木小学校 校長 横山 悦子
１１月６日、１０年に１度の大イベントが開催され
ました。新木小学校の創立 40 周年記念式典です。昨
年度より PTA 本部役員の方と「子ども達に感動を与
えられるような内容にしたい」との思いで、何度も話
し合いを重ねてきました。
保護者の皆さまに加え、地域の方にもご案内したと
ころ、たくさんの方がお祝いにかけつけてくださいま
した。お礼を申し上げます。この日、子ども達の笑顔
は最高に輝き、大人もうれし涙を流しました。
当日は、ぬけるような青空が広がり、晩秋だというのに、おひさまが光の腕を強くして 40 才
の新木小を燦燦と照らしてくれました。畑のサツマイモは土の中から顔を出し、ブロッコリーは
背筋を伸ばし、柿の実は頬を赤くしてお祝いをしました。カラスのばあさんが、「おめでとう」
といいながらクルクルクルと３回転しました。
さて、内容ですが、子ども達が聞いて思考し楽しめるように、一部は、「日本学校俳句研究会
代表 小山正見先生」を招き「俳句の講演」を、二部は、中央学院高等学校の書道部とチアリー
ディング部を招き、パフォーマンスを行いました。
俳句の講演では、俳句の先人や季語についてゲーム形式で学んだり、実際に創作したり、句会
をしたり、楽しみながら感性を磨くためのアイテムを取得することができました。
「どんな気持ちで作ったの？」「弟の虫かごに何匹か虫が入っていて、鳴き声がコンサートみた
いに聞こえました。」「お味噌汁に入っていたオクラが星みたいに見えました。」
これからも、身の周りや自然を見つめて俳句に表現してほしいと願います。
書道部のパフォーマンスでは、「パプリカ」の曲に合わせ大きな紙に、数人の生徒たちが、同
時に筆を持ち文字を書き始めます。最後に「輝」の払い。ダイナミックな文字に圧倒されました。
チアリーディング部の演技は、まるでサーカスをみているよう。３段タワーのてっぺんから空
中後転をして下りたり、手に持っていたお花で「40」「ARAKI」の文字を作ったり、どきどき
わくわく、息をのみました。子ども達はのりのりでした。
40 年という長きにわたり、新木小学校を支えてくださった全ての方に感謝を申し上げます。

第 23 回新木ふれあい文化祭が開催されました
11 月 9 日、10 日の２
日間開催され、快晴に恵ま
れて約 850 名の方が来場
されました。展示発表の部
では恒例の我孫子東高校図
書委員会制作の「つまよう
じアート」、着色したつまよ
うじ 27 万 6 千本の大作で
す。地元サークル・団体
による折紙、パッチワー
ク、絵画・手工芸、書道、生
け花など全フロアを利用して
の展示発表、焼きそば、飲み
物販売、裏千家茶道のお茶席
も好評でした。
芸能発表の部では初日は新
木小学校吹奏楽部からスター
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ト、楽器ごとのアンサンブルも
交え多彩な演奏で人気でした。
参加者の歌と演奏、舞踏、詩吟
など計 12 演目、トリは毎年出
演のルナ・ロッサと文化祭を手
伝ってくれた子どもボランテ
ィア達の共演コーラス。２日目
は湖北中学校吹奏楽部のドラ
エモン演奏でスタート、金管三重奏も織り交ぜ、人気のパプリ
カまで大好評でした。舞踏、長寿大コーラス・カラオケ、父ちゃんバンドと続き、トリは YtoK
の演奏と歌で観客の皆さんも参加して盛り上がりました。また昼休みには台湾文化語学交流会の
生演奏が BGM で楽しめました。なお 2 日間の展示者、出演者は 45 団体、子どもボランティア
は３２名の参加をいただきました。ご協力ありがとうございました。

第 12 回新木地域会議は「子供支援」をテーマに開催
10 月２０日、自治会、学校、PTA、社会福祉協議会、市民
活動支援課など、計 40 名の方が参加して開催されました。冒
頭、直近の台風 19 号への対応や今後の課題が出されました。
なお、新木近隣センターも急遽避難所として開設され、約 70
名が避難されました。また防災我孫子が聞きにくい場合は
「0120-031-676」、携帯へのメール配信サービスの活用も
紹介されました。今回からテーマは買い物支援から子ども支援
へと変わり、積極的な意見交換がされました。我孫子市の児童・
生徒数はピークの 1983 年比約半減との資料や子どもたちと大
人たちがふれあう機会が少なくなったなどの意見や、現状の取り組みや、子供たちの成長や地域
との共存などの工夫が紹介されました。
「どこに出しても恥ずかしくない子ども達に成長している」
との先生の言葉が印象的でした。地域の方々が学校とかかわれる機会も用意されており、各学校
に問い合わせをして下さいとのこと。このテーマは多岐にわたるだけに更に話し合いを続けてい
き、
「子どもと大人のつながりを深くして、住みよい街づくり」を目指して、今後もいくつかのプ
ロジェクトを立ち上げていくことを確認しました。なお次回は令和 2 年 2 月 23 日（日）開催予
定です。

料理講習会 チーズケーキ 五変化
10 月 20 日、近隣センター調理
室にて講師川上惠子先生、参加者 8
名にていろいろなチーズケーキを
教えて頂きました。
ベイクドチーズケーキ、スティッ
クチーズケーキ、レアチーズケーキ
などです。皆さん和気あいあいとケーキ作りを楽しん、先生が作っ
てくれた、抹茶マーブルケーキを持ち帰りました。

らくらく健康教室
１０月１９日タイトルを変えて新たな出発となった第
17 回らくらく健康教室は、２７名の参加者での開催とな
りました。山口江美さんのお話は、介護する側もされる側
もその状態になる前に、知っておきたいことに関してでし
た。またクイズ形式の「脳トレ問題集」に挑戦しましたが、
おのれが認知症予備軍であることを知らされることとな
りました。後半は、デイサービスの方々と一緒に、フープ
や太鼓を使ったリズム体操で、活力を頂きました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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シリーズ the・認知症 vol.7

■ 軽度認知障害（MCI）って？
認知症になる前段階（いわば認知症の予備群）の状態を、
軽度認知障害（Mild Cognitivelpairment）と呼びます。
・記憶障害などの『認知機能障害』が元の生活水準より低下しており、もの忘れ
が目立つ
・日常生活動作は自立している（生活には支障をきたしていない）ような状
態で、「正常と認知症との中間」です。
毎年、10％前後が認知症に移行すると言われていますが、一方、認知機能の改善や
認知症の発症を抑制できる可能性もあります。
あれ？と思ったら、早めに、かかりつけの医師に相談しましょう。

■ 脳活！the・新木地区クイズ
タテの鍵
１この冊子を作ったのは「○○〇地区まちづくり協議会」
３利根川近くの地区。この地名は「えと（河口）」と「ふち（縁）」
を合わせた訛りから出来たと言われている。
４新木地区と布佐地区の間にある大きな病院。
６新木野の高齢者地域交流集いの場。歌声喫茶が好評
８南新木にあるトイレを設置している公園「南新木〇〇〇公園」
ヨコの鍵
２新木の「葺不合」神社、何て読む？
５新木駅前にある市役所の施設
「あらき〇〇〇〇〇サービスセンター」
７布佐地区にあるキャラクター
「ふさだ〇〇〇」
３９公園の大部分は広大な芝地の公園「〇〇〇〇〇〇記念公園」
１０新木にある集会施設「新木〇〇〇〇センター」
１１利根川沿い公園「利根川〇〇〇〇公園」
１２我孫子市の地域包括支援センター「布佐・新木地
区高齢者〇〇〇〇相談室」
あれ？と思ったら早めにご相談を。次回は認知症の予防についてです！

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
F a x：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
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

