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    地域活動室内
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大津ヶ丘・塚崎地区社会福祉協議会

持続可能な開発目標(SDGｓ)とは

次号第１24号は令和 4 年 11月１日発行の予定で

今年の事業計画が決まりました

Ⅰ.貧困をなくそう

世界では多くの人々が貧困で苦
しんでいます。貧困とは一日1.25ド

ル未満で生活している人たちです。
貧困問題はアフリカや中東など

の紛争や内戦が続いている地域だ
けではありません。日本の子供も深

刻で、７人に1人が貧困状態にあり、
十分な教育を受けることが出来な

いと言われています。
貧困の原因は種々あります、失

業・疾病・ケガ・離婚・紛争・内戦・
災害・教育問題・社会的孤立といっ

た様々な原因によって世界中で起
こっています。現状のままでは「持

続不可能」な地球を、「持続可能」な
地球に変えていかなくてはいけま

せん。

Ⅱ.飢餓をゼロに
世界には豊富な食糧がある

にもかかわらず、多くの人々が
飢餓により苦しんでいます。十

分な食事を摂取することは、栄
養状態の回復や飢餓をゼロに

するだけでなく、雇用や教育の
問題へとつながります。

飢餓をゼロにするためには
「飢餓に終止符を打つこと」、

「食料の安定確保」、栄養状態
の改善」が重要です。そして「持

続可能な農業を推進する事」が
飢餓状態撲滅につながります。

世界の人が食料に困らないた
めには、世界の農業を発展さ

せ、農家の生活と生産能力を向

上させなくてはなりません。

令和４年６月１１日の第２６回総会にて令和４年度の事業計画が決まりました。

本年は新型コロナの感染も２月をピークに落ち着きを取り戻していましたが、また感染拡

大しています、但し高齢者等には４回目のワクチン接種も順調に進んでいるようです。

今年の地区社協の事業につきましては、新型コロナウイルスへの感染対策に十分な配慮を

して、実行していきたいと思っています。皆様の参加をお待ちしております。

今後の主な行事

高齢者慰問活動  ； 9月中旬

バスの旅     ；11 月 15日（火）

大津川を歩こうかい；11月 27日（日）

ふれあいの会   ;12 月１１日(日）

全期通じて;見守り活動、おたがいさまの会、

サロン活動、等

貧困をなくそう

飢餓をゼロに

過去の行事
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高齢者慰問活動を行います

大津ヶ丘第三住宅管理組合 大津ヶ丘第四住宅管理組合

ふるさと協議会ホームページについて

多年にわたり社会や家庭に尽くしてこられた年長者を敬愛し、ご長
寿を祝う「敬老の日」大津ヶ丘・塚崎地区社会福祉協議会、風早北部
地区民生委員・児童委員協議会、風早北部地域ふるさと協議会の共催
で慰問活動を行います。
昨年は大津ヶ丘地区８１６名、塚崎地区２８０名、合計１,０９６

名の方々を訪問させていただきました。今年も９月末日で８０歳を超
え、ご自宅でお過ごしの方を対象としてお祝いの品と大津ヶ丘第一
小、大津ヶ丘第二小の児童たちが書いてくれたお手紙を地区の福祉委
員、民生委員がお祝いの言葉を添えて、おひとりごと敬老の日近くに、
お渡しできるよう準備を進めております。

スマートフォンの場合は、ヤフーやグーグル

を検索してみてください。以下はパソコンの

場合と同様です。

当団地は、阪東バスの終点‟大津ヶ丘団

地”の脇にあり、数ある大津ヶ丘 団地の中

で、一番大津川に近いところに位置してい

ます。 6棟150戸と小さな団地ですが、樹木

が多く緑豊かな居住地で、西側を 見渡す

と、大津川と周辺の田圃、ニッカの工場と

それを取り巻く森が見渡せ、のどかな景色

となっています。また大津川に面したのり

めんには たくさんの桜の木が植えられ、近

隣の人たちのお花見の名所となって いま

す。

桜並木より柏駅前タワーマンションを望む

パソコンのインターネットで「風早北部地域
ふるさと協議会」を検索すると「風早北部地

域ふるさと協議会」元気で生き生きしょうな
んと出ます、それをクリックして下さい。そ

の中の児童・高齢者福祉をクリックすると大
津ヶ丘・塚崎地区社協の記事が出てきます。

気楽にご利用してみてください。

道の駅しょうなん
の写真が出ます

当住宅は大津ヶ丘１丁目にあり、町内で

は唯一の280戸の大規模分譲集合住宅です。

敷地内にテニスコート（ハードコート）1

面を有し、緑に囲まれた住宅です。

築４４年経ち居住者の高齢化が進んでおり

ますが、住宅管理を担う理事会を中心に、

民生委員、福祉委員、各委員会、ボランテ

ィアの方々の活躍により、より良い住環境

を整うよう日々活動しています。

テニスコートは住宅外の皆様にもお貸出し

しております。ご興味のある方は管理事務

所にお問い合わせください。

テニスコートから見た風景
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バスの旅はアクアワールド大洗へ

クロスワードパズルを解いて黄色のマスの中の文字
の順番を入れ替えて一つの言葉を作ってください。
答えの分かった方は、はがきに答えと住所氏名を書
いて右記に送ってください。抽選で正解者５名に景
品を差し上げます

クロスワードパズル 8 月

ヨコのカギ
1.一番長い学校のお休み
5.○○は広いな大きいな
7.あたりめとも言います
8.便利な○○缶
9.路傍のこと
10.○○室、○○街
12.思い苦しむこと
13.万年も生きるとか
14.クワバラ、クワバラ
16.ｸﾛｰﾙ、平泳ぎ、ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
18.鎌倉時代に学校が作られ

た所
20.歳とともに衰えること
22.高いところから落ちる
23.○○舞い
  

タテのカギ
1.きゅうりと並ぶ夏野菜
2.横浜市の区の一つ
3.福岡県の茶どころ
4.敵の反対
5.相撲の手の一つ
6.群馬県の温泉地
11.西田佐知子の歌にあります
12.虹の色は？
14.海辺で拾います
15.県庁所在地は津です。
16.空を英語で言うと？
17.秋の田んぼを守ります。
19.品○○、体○○

21.干支の二番目

5月号の答えはカシワモチ

送付先；〒2770924柏市風早 122 沼南社会福祉セ
ンター内大津ヶ丘・塚崎地区社協パズル係まで
尚、当選者には景品の発送にて通知とさせていただき

　　　　　　　ヒント　一日も早い平和を

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21

22 23

バスの旅はコロナ禍で２回中止となりましたが、今回はワクチン
の接種も進み落ち着きを取り戻すことを期待し、コロナウイルス感
染予防に万全を期し大洗方面の旅を計画しました。皆さまの参加を
お待ちしております。

記
1.日 時  
令和 4年 11 月 15 日（火） 午前 8時 00 分大津ヶ丘交番前出発

             午後5時 30分ごろ大津ヶ丘交番前到着
1.集合場所
大津ヶ丘交番横大津ヶ丘コミュニティセンターに午前７時45分ま

でに集合(感染予坊のためマスク着用をお願いします)
1.対象・募集人員及び費用
対  象；大津ヶ丘・塚崎地区在住の 65 歳以上の方
募集人員；90名(バス 3台)
参加費用；６,000 円（昼食代含む、当日集金します）   

1.申込方法
往復はがきに ①氏名 ②住所 ③生年月日・年齢 ④電話番号

（できれば携帯電話番号）を記入して令和 4 年 9月 16 日（金）まで
に必着。１枚のはがきで 2 名まで応募可。返信はがきには住所・
氏名を明記してください。2 通以上出した場合はすべて無効とし
ます。

1.申込先
〒277-0924 柏市風早 1-2-2 沼南社会福祉センター内

       『大津ヶ丘・塚崎地区社協 バスの旅』係まで送付し
てください。

定員を超えた場合は厳正な抽選をして 10 月 20 日頃ま
でに返信します。

尚、直近１週間前からのキャンセルはキャンセル料が発生します。
                  
    ＊問合せ 090-6026-8130 地区社協携帯     

出発

トイレ休憩

見学

昼食、買い物

見学

トイレ休憩

トイレ休憩

帰着

行　程　表

めんたいパーク大洗

友部SA

守谷SA

大津ヶ丘交番前

大津ヶ丘交番前

友部ｻｰﾋﾞｽエリア

アクアワールド大洗
水族館

ヤマサ水産おさかな
センター店
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大津ヶ丘・塚崎地区の高齢者イベントのお誘い
赤字は特異日

世代間交流班からのお知らせ

8 月     ；お休み
9月 18 日（日）；学校の都合にてお休み
10月 16 日（日）ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ及びみんなであそぼう  10:00～12:00

新型コロナウイルス感染状況の為開催の可否は主催者にお尋ねください

職員募集 家事支援員募集

Ⅰ家事支援
① 年齢７０歳以下

② 勤務 7:30～13:30 休憩 10:00～10:30

③ 週 2〜3日勤務できる方

④ 時間給 ９６０円

⑤ 仕事 掃除、洗濯 選択は大型機械で行う

なお、75 歳まで勤務できます。性別は問わず週 20

時間以上勤務の方は社会保険に加入します。

詳しくは下記に問合せ下さい。

イベント名 開　催　日 時　　間 会　　場 内　　　　　　容
休み 休み

9月15日 敬老を祝う会　手品
10月20日 歌＆アコーデオン等

塚崎ふれあいｻﾛﾝ 休み 休み
開催日:偶数月第4土曜日、 9月17日 10時～12時 体操とおしゃべり
　　　 奇数月第3土曜日 10月22日 和紙と牛乳ﾊﾟｯｸで作る紙ばさみ

休み 時間内でしたら出入り自由です

9月7･21日 福祉委員、ボランティアの人が

10月5･19日 お茶を入れてお待ちしています。

休み 時間内でしたら出入り自由です

9月12日 福祉委員、ボランティアの人が

10月17日 お茶を入れてお待ちしています。参加費：１００円

ちよちゃんの家 月2回開催
月2回開催 第2金曜日 13時～15時

第2金曜日・第4金曜日 第4金曜日
8月23日 脳トレ認知症を防ぐ生活習慣
9月13日 10時～12時 脳トレ　認知症を防ぐ食生活
10月11日 参加費100円 散歩

リバティヒル柏 8月

「よりみちの会」 9月 10時～12時
不定期 10月

くすの木会ｻﾛﾝ 8月4･18日 手芸、体操、脳活ドリル
月2回開催 9月1･15日 10時～14時 麻雀など

第1木曜日、第3木曜日 10月6･20日 時間内出入自由　昼食自由持参

高齢者交流

開催日第3木曜日
10時～12時

大津ヶ丘

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

塚崎区民館

サロン「ほっこり」
開催日;第1･第3水曜日

10時～12時 第三住宅管理組合集会所

塚崎ﾊﾟｰｸｳﾞｨﾗ集会所

長谷川昌代

04-7193-0588

問合せ：尾上正二　04-7191-0323

麻雀ゲーム・大正琴の練習など

リバティヒル柏集会所

（塚崎）

ダンス・ギター演奏・多種目

時間内出入自由

3丁目ひなたぼっこｻﾛﾝ

開催日第2月曜日
10時〜11時30分 ｸﾞﾗﾝｼﾃｨ管理組合集会所

大津ヶ丘一丁目   室井宅

「きずなの会」

不定期

月2回開催

不定期
第一住宅管理組合集会所

はるかぜサロン

開催日;第３火曜日

第一住宅管理組合集会所

連絡先大橋和江

090-5357-6577

問合せ：室井三千代04-7191-6033

参加費100円

柏市大津ヶ丘 2 丁目 19 番 5 社会福祉法人桐友学園

会場;大津ヶ丘第一小学校体育館


