令和元年 12 月 14 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

１２月に入って、寒くなりましたね。雨の上がっ
た朝には、立派な霜柱が畑中にできていました。体
が寒さで固まってしまいがちです。無理せずに、少
し動かして見ましょう。風邪を寄せ付けない体力を
つけたいですね。
寒い中、お正月の準備、がんばりましょうね。
新木近隣センターだより２４２号は１月１８日（土）に発行します。

我孫子市制施行５０周年記念事業

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。
日 時：1 月 1２日（日）11：30～14：00
会 場：新木小学校体育館・校庭
プログラム：
新木小学校吹奏楽部演奏（体育館）１０：４５～
遊びの広場
１１：３０～
あわんとり点火 １２：００～
振舞い開始
１２：１５～
餅・甘酒・豚汁の振舞い、
ちびっこ餅つき体験・丸餅焼き
消火訓練
１３：４５～

雨天の場合は、あ
わんとり点火と館
内で振舞いを実施
します

あわんとりの由来
我孫子市や取手市に古くから
伝わるお正月行事で、１月１４
日があわんとりの日と言われて
います。これは子ども達の行事
で、各家庭の正月用しめ飾りや
門松の取り外したものをもらい
受けて歩き、お餅やお菓子、お
金などをもらったと言われてい
ます。
そして、竹や藁で小屋掛けし
て燃やし、子ども達は、くちぐ
ちに「あわんとりホーイホイ、
アワノトリもホーイホイ、ヒエ
ノトリもホーイホイ」とはやし
て鳥を追い払い豊作を祈るとと
もに、篠竹の先に丸餅を刺して
焼き、それを食べると一年間無
病息災に過ごせると言われてい
ます。

松飾りはプラスチ
ックや金物を外し
て、１月８日（水）
から１１日（土）
１０時までに新木
近隣センターに持
ち込みください
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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「おやっこルーム」と新木「ふれあいサロン」のご案内
新木近隣センターを会場にしていただいている、子育て中のママと高齢者の集まりの、来年 3 月
までの日程をお知らせします。

おやっこルーム（就学前のお子さん）
子育て奮闘中のお母さん
会 場：新木近隣センター
受付け：９：４５～
1 月０9 日（木）保健師による育児相談
５組要予約 おやっこ体操

新木「ふれあいサロン」
会 場：新木近隣センター お茶代：１００円
時 間：１０：００～１１：３０
1 月 8 日（水）お正月遊び交流会
新木小 2 年生と共に

２月１３日（木）みんなであそぼ（おひなさま） 2 月

お休みです

３月１２日（木）おはなし会（手遊びほか）

3 月１１日（水）お楽しみ食事会
我孫子６８の皆さんによるダンス

問合せ：湖北地区社協

代表：和田公子

☎7187-2551

☎7105-5132

盛会でした歌声喫茶
１１月３０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、リ
クエストした人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。

おやっこルーム
１１月１３日のおやっ
こルームは、１１組の親子
の参加で、賑やかにおやっこ体操
楽しみました。
１２月１２日は、クリスマスで、
サンタさんが登場して、記念写真
です。

萱刈りご苦労様でした
12 月 1 日まち協委員 33 名参加
で、あわんとり用萱刈を行いました。
台風の影響で例年の利根川河川敷
での採取が不可能になり、布佐下手
賀川沿いで採取し、小型車４台分の
萱を、近隣センターに運びました。
ロビーを飾ったクリスマスツリー

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ふれあいサロン
１1 月 13 日新しい試みと
して、秋田宅・桂子ご夫妻に
よるパネルシアターを開催し
ました。舞台に手作りセット
を設置しての、影絵と一人語
りパネル劇に参加者皆さん熱
心に見入り聞き入っていました。
12 月 11 日はクリスマス会で、シニアアンサンブルあすな
ろの皆さんによるジングルベル、愛の賛歌などの演奏でした。歌に演奏に体操にと盛りだくさん
で皆さん和気あいあいのひと時を過ごしました。

第２回市政ふれあい懇談会開催
１１月２２日新木近隣センター多目的ホールで市政ふれ
あい懇談会が行われました。
市長から令和２年度の予算編成にあたっての方針概要説
明と地域課題として下新木踏切の改良の現状報告があり、地
権者との交渉が厳しい
状況で、完成までは時
間がかかるとのことで
すが、踏切の拡幅工事
を先行して行うとの見
解が示されました。
また、台風及び大雨による避難指示に対する出席者からの
疑問の質問要望に、ハザードマップの改善、避難所開設を伴
う防災無線の周知方法等安全安心に向けた対策を検討する
ことになりました。防災放送を聞き逃したときは防災行政無
線放送テレホンサービス（放送内容の確認）０１２０－０３１－６７６へダイヤルすると確認で
きます。

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
０７（火） １３：３０～１５：００
つるし雛飾り
０９（木） １３：００～１６：００
鏡開き
１１（土） １３：３０～１５：３０
折り紙教室
１１（土） １３：００～１６：００
バランスボール
１４（火） １３：３０～１４：３０
座ってできる太極拳
１６（木） １３：３０～１４：３０
健康体操
２１（火） １３：３０～１５：００
つるし雛飾り
２３（木） １３：００～１６：００
折り紙教室
２５（土） １３：００～１６：００
鳥谷部さんの歌声喫茶
２８（火） １３：１５～１４：４５

☆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

近隣センターから、年末年始のお知らせ
館内・館外の大掃除：１２月２１日（土） ９：００～１０：３０
センター利用の皆様のご参加をお願いします
雨天の場合は館内だけの清掃をお願いします
年末年始休館日：１２月２９日（日）～令和２年１月４日（土）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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シリーズ the・認知症 vol.８
■ 認知症を予防しよう！
認知症の発症には、日々の生活習慣や糖尿病や高血圧症の慢性疾患など様々な因子が影響します

運動
バランスのいい食事

慢性的なストレス

危険因子

治療しない高血圧

過度なアルコール

治療しない糖尿病

頭部外傷
喫煙

社会的参加

活発な精神活動

余暇活動

認知訓練

防御因子

難聴
などなど・・

などなど・・

■ 認知症予防、5つのポイント
① 健康管理を心がけよう！
認知症の危険因子は高血圧や糖尿病など、生活習慣病と重複するものが多く、生活習慣病の予防が
重要です。適度な運動や健康的な食生活、定期的に健康診断を受診することが大切です。

② 快い刺激で笑顔に！
心地よい刺激や笑うことにより意欲をもたらす脳内物質がたくさん出ます。また、笑
うと脳の中でエンドルフィンが出て、幸せになります。また、笑顔は伝染して笑顔を
呼びます。色々なものに興味を持ち、チャレンジしましょう。役割や生きがいを持つ
ことも重要です。

③ コミュニケーションで安心！
社会との接触が失われると認知機能の低下を促進させます。また『閉じこもり』は認
知症リスクが約3倍と言われています。友人や家族、ご近所など様々な人との会話を楽し
むことが脳の活性化につながります。会話する機会を増やしましょう。

④ 役割・日課を持って活動しよう！
家事・ボランティアなど家や地域で役割を持つ、定期的な趣味活動に参加するなど、身体を適
度に動かすメリハリのある生活は脳の血流が良くし、認知機能を高めます。

⑤ ほめる・ほめられる！
ほめても、ほめられても脳に良い脳内物質がたくさん出ます。脳を活性化させる学習や、
活動をするときは、ほめて、やる気が起きるようにしましょう。

認知症予防は⽇頃の⽣活から！次回は認知症の早期発⾒と受診についてです！

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
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

