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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作 品 サークル名 
展 示 

場 所 
問い合わせ先 

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― 我孫子東高校 

利用者の作品 宅老所❝虹の家❞ 

多
目
的
ホ
ー
ル 

大川 昭子 

活動状況写真 湖北地区社会福祉協議会 湖北地区社協 

折り紙作品 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのための折紙ｻｰｸﾙ 伊藤 敏子 

生け花 草月・光葉会 沢田 敦子 

絵画・手工芸 若草会 鈴木 道尚 

絵画 もみじ会 橋本 雅 

書道 江川 教子 江川 教子 

書道 小川 昌子・他 小川 昌子 

陶器 藍色ポタリーゼ 神蔵よしこ 

陶器 大島・石貫 大島美喜子 

ﾘﾎﾞﾝ･ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ フラワーサークル 本間 雅枝 

絵手紙 絵手紙の会 石毛 寶雄 

俳句を楽しむ 岬 正雪 林崎 政行 

押し花額 押し花工房ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｽ 茂手木恵美子 

手芸 四関 一子 四関 一子 

手芸 南あらきのおうち 矢野 元美 

俳句 新木小学校 深山先生 

手工芸 和田 叶市 和田 叶市 

令和２年１０月１７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 

夏から一足飛びに冬に入ったような気温の変化で

した。体調を崩してはいませんか？衣替えに悩みまし

た。コロナにも台風にも邪魔をされた運動会でした。 

 世間では「Go To･･･」が盛んです。栄養を貯えて、

厳しい季節に立ち向かっていきましょう。 

Go To My Way 

新木近隣センターだより２４７号は１１月２１日（土）に発行します。 

今回は感染症対策で三密を避けるため、演芸部門の発表は無く、展示部門の作品展示のみで開

催します。来場の折は、体調を管理され、上履きを持参して参加ください。 

我孫子市制施行５０周年記念事業 

つまようじアート 

生け花 

絵画 

１１月１４日（土）１０：００～１６：００ 

      １５日（日）１０：００～１５：００ 
新木近隣センター 多目的ホール 
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１１月  ３日（火） １３：３０～ 健康体操 

１１月  ５日（木） １３：３０～ らくらく健康体操 

１１月 ０７日（土） １３：３０～ 防災講習会 

１１月 １０日（火） １３：３０～ バランスボール 

１１月 １２日（木） １３：３０～ つるし雛かざり 

１１月 １４日（土） １３：３０～ 折り紙教室 

１１月 １７日（火） １３：３０～ 健康体操 

１１月 １９日（木） １３：３０～ 座ってできる太極拳 

１１月 ２１日（土） １３：３０～ おしゃべりの会 

１１月 ２４日（火） １３：３０～ コグニサイズ 

１１月 ２６日（木） １３：３０～ つるし雛かざり 

１１月 ２８日（土） １３：３０～ 折り紙教室 

新木小学校運動会開催 

10 月 12 日、新型

コロナウイルス感染

拡大のため、延期にな

っていた運動会がついに開催となりました。入場者数を制限

しての開催でしたが、力強い応援合戦に始まり、かけっこ、

大玉ころがし、綱引きなど熱戦が繰り広げられました。中で

も紅白対抗リレーは最高の盛り上がりをみせました。楽しい

お弁当の時間は感染防止のため、子供達とは別々になり残念

でしたが、午後の部で

はそれらを吹き飛ば

す吹奏楽部のマーチ

ングバンド、低学年の

元気いっぱいなダン

ス、高学年の一体感の

ある表現パフォーマ

ンスなど、最後まで素

晴らしい運動会でし

た。 

＊感染防止対策上、各イベントは１０

名以内です 

＊マスク、飲み物はご持参ください 

＊各イベントは１時間程度です 

＊予約申込みは 

渡部(090-1214-2700)まで 

らくらく健康体操 
会場は「ふらりえ新木野」となり、感染

症対策から 10 名の少人数とし、換気・

消毒などの対策を講じて実施します。 

日 時：１１月５日（木） 

     13 時 30 分～15 時 

会 場：ふらりえ新木野 

講 師：山口江美さん 

     NPO 法人｢鼓響｣理事長 

定 員：10 名 申し込み先着順 

費 用：無料 

申込み：新木近隣センター 

電話：7188-2010 

料理セミナーのご案内 

発酵食で免疫力を高めましょう 

日 時：１１月２９日（日） 

１３時３０分～１６時 

会 場：調理室   

会 費：８００円 

定 員：１２名 

講 師：川上恵子さん 

持ち帰り用容器： 

１／２カップくらいが入る蓋つき小瓶２瓶 

持ち物：エプロン、三角巾、手拭き、マスク 

食器用ふきん、筆記用具、スリッパ 

申込み：新木近隣センター 電話：7188-2010 

締切り：１１月２５日（水） 
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コロナを吹っ飛ばせ「歌声コンサート」 

コロナ禍で自粛していた歌声

喫茶を、「歌声コンサート」とし

て、歌とお話を主に、10 月 3 日

に開催しました。感染症対策のた

め、入場者数を制限し、体温をチ

ェックし、マスクをしたうえ、隣

の人との間隔を確保して、小さな

声で唄いました。 

鳥谷部さんは、いつもの張りの

ある声で、演歌の「ひとり酒」を

歌われましたが、その迫力に圧倒

されました。また、参加者のリクエストに応えて、譜面無しですぐ演奏に

入る巧みさに、感心するひと時でした。 

防火防災訓練を実施しました 

10 月 14 日、新木近隣セ

ンターの防火防災訓練が、

まち協委員と管理人の１８

名の参加で、行われました。

通報に始まって避難した

後、前庭で水消火器による

消火訓練がありました。消火器の使い方では、「直接火元に吹き

付けてよいこと」「鍋などの油火災では、近くの壁にぶつけて泡

を飛ばすだけで、消火につながる」などの、注意がありました。

次いで、新たに導入された、非常用発電機の使い方の説明がありました。1 年ぶりの訓練でした

が、訓練の重要性を改めて認識するよい機会となりました。 

ふれあいサロンで憩いの時を過ごしました 

10 月 14 日の

新木「ふれあいサ

ロン」は、初秋の

メロディーのピア

ノ演奏でスタート

しました。まずは

コグニサイズで、頭と体を軽く動かした後、保健師の中村亜

由美さんによる、「これからの健康」と題するお話でしたが、

主たる内容は時節柄新型コロナウイルス感染症対策で、感染のリスクを減らすためには、「三密を

避ける。そして免疫力をつけよう」と、お話がありました。最後は、いつもの鳥谷部さんのピアノ

演奏で、最高の憩いの時を過ごさせていただきました。 

次回は 11 月 11 日（水）開催で、「人形劇」に代わり「音楽を楽しみましょう」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

しめ飾り講習会は中止いたします 
12 月 20 日に予定していました「しめ飾り講習会」は、三密状態が長時間の講習となるた

め、残念ながら中止といたします。 

萱刈りボランティア募集 
来年 1 月１０日実施予定の「あわんとり」用萱刈りを、１２月５日（土）に行います。 

詳細は次号の近隣センターだより（２４７号）でお知らせいたします。 
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 ☆まずは７つのロコチェック！！☆ 

 

 

 

 

 

 

☆自宅でも簡単 ロコトレ☆ 

 

 

 

 

 

 

我孫子市健康づくり支援課 

電話 ０４－７１８５－１１２６ 

～自ら取り組むみんなで続ける健康づくり～ 

このところ、自宅で過ごす時間が増えた方も多いと思います。ロコモ チャレンジ！推進協

議会の調査によると、昨年と比べて、約４割の人が「運動減」を感じています。 
 

 骨・関節・筋肉等運動器は適度な運動や生活活動で刺激を与え、適切な栄養をとること

で、強く丈夫に維持されます。 

 運動量が減少すると、私たちの運動器の衰えにもつながり、「立つ・歩く」といった移動

機能が低下し、寝たきりなど、介護が必要となる可能性が高くなります。 
 

今こそロコモ対策に取り組みましょう！！ 

 

7 つの項目はすべて、骨や関

節、筋肉などの運動器が衰え

ているサイン。 

1 つでも当てはまればロコモ

の心配があります。 

該当項目ゼロを目指して 

ロコトレ（ロコモーショント 

レーニング）を始めま 

しょう！！ 

バランス能力をつける「片脚立ち」 

床につかない程度に片脚を上

げる。 

姿勢をまっすぐにして行う。 

転倒しないよう必ずつかまる

物がある場所で！ 

左右 1 分間ずつ、1 日 3 回 

下肢筋力をつける「スクワット」 

１．足を肩幅に広げて立ちます         

２．お尻を後ろに引くように、2-3 秒かけてゆっく 

りと膝を 曲げ、ゆっくりともとに戻ります。 

 ５～６回で１セット、１日３セット 

①片脚立ちで靴下がはけない 

②家の中でつまづいたりすべったりする 

③階段を上がるのに手すりが必要である 

④家のやや重い仕事が困難である 

（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど） 

⑤２㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困難である 

（1ℓの牛乳パック 2 個程度） 

⑥15 分くらい続けて歩くことができない 

⑦横断歩道を青信号で渡り切れない 


