
令和 4 年（2022 年）11 月１日発行 第１24 号

事 務 局 柏 市 風 早 １ － ２ － ２

    沼 南 社 会 福 祉 セ ン タ ー

    地 域 活 動 室 内

電 話   0９０－６０２６－８１３０

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１25 号は令和 5 年 2 月１日発行の予定です

高齢者慰問活動を行いました

Ⅲ.すべての人に健康と福祉を

すべての人が健康で、安心し
て満足に暮らすためには、病気

を未然に予防したり、適切な治
療を受けたりすることが必要

です。また、妊娠や出産の際に
誰もが保健サービスを受けら

れること、幼い子どもが本来予
防できるはずの病気で命を落

とすことがないようにするこ
と、そして誰もが薬やワクチン

を手にできるようにすること
が必要です。目標Ⅲでは、これ

らを達成するとともに、途上国
で深刻な交通事故による死亡

者・負傷者の数を半分に減らす
こと、化学物質や大気・水質・

土壌の汚染を減らしていくこ

とも目指しています。

Ⅳ.質の高い教育をみんなに
住んでいる場所や家庭の経済

状況に関わらず、誰もが無料で質

の高い基礎教育や職業訓練を平
等に受け、すべての世代の人が生

涯にわたりさまざまな機会に学
習できるようにするための目標

です。若者や大人がきちんと読み
書きや計算ができるようにした

り、教育を受けるため、安全で通
いやすい学校設備を整えたり、資

格のある先生の数を増やしたり
することもこの目標に含まれま

す。目標Ⅳの達成のためには、紛
争や災害の状況下でも、子どもた

ちが教育を受けられるよう、制度
を整えたり、そのための資金を確

保したりすることも非常に重要
です。
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上:すべての人に健康と福祉を

下；質の高い教育をみんなに

今年も、大津ヶ丘・塚崎地区社会

福祉協議会、民生・児童委員協議会、
ふるさと協議会は、９月１２日か

ら、敬老の日のお祝いを８０歳以上
の方々1,188 人にお届けしました。
「毎年ありがとう」「これからもよ
ろしく」と交流が広がりました。お
届けした福祉委員たちも「８０歳の
壁」越えの皆さんにパワーをいただ
きました。

お届けした方から、「高齢者の皆

さん頑張りましょう」と右記のお手

紙をいただきました。

高齢者の皆さん、お元気で

おりますか。私もいつの間に

か高齢者の仲間に入ってしま

いました。

歳を重ねていても気持ちは

若いです。高齢者の皆さん、

これからも頑張りましょう。
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ふれあいの会を行います

大津ヶ丘第五住宅管理組合 ｸﾞﾗﾝｼﾃｨ大津ケ丘団地管理組合

団地の創設は昭和 54 年、敷地面積は東京

ドームに匹敵、世帯数は 272 戸、特徴は何と

いっても緑の豊かさです。敷地内には 800 本

近い様々な樹木。

中層棟と低層棟（タウンハウス）の建物は

S字曲線にそってゆったりとレイアウトされ

ています。さらに共有地の自然林は 850 坪に

及び、四季折々の花々が楽しめます。パンデ

ミック（コロナ）以前の各種行事では多くの

人が集い、人間味あふれる交流が続いていま

す。

自然林の一部

当団地は大津ヶ丘３丁目にあり近くには、大

津ヶ丘第一小学校、南田公園、中の橋公園があ

り、とても閑静な住宅街に位置する、8 棟 179

戸からなる分譲住宅です。

住宅・都市整備公団の最後の建築で、３世代

住宅等２８タイプの多様な間取りがあります。

築３３年が経ち理事一同、より『快適な住環

境を創る』ことを目指しています。

団地入口オブジェ

今年のふれあいの会はひまわりプラザで行います。

日 時；令和 4 年 12 月 11 日（日）10 時〜12 時

場 所；ひまわりプラザ大ホール

出 演；大津中吹奏楽部・とこなつ音楽クラブ・

キッズビクス

参加費；300 円（持ち帰りの弁当代です）

申 込；各地区の福祉委員に申し込んでください

     もしくは地区社協携帯 090-6026-8130 へ

過
去
の
ふ
れ
あ
い
の
会
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秋の大津川を歩こうかい

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１１月末日までに右記に送ってください。抽選
で正解者５名様に景品をお届けします。

クロスワードパズル 11 月

ヨコのカギ
1.１１月３日は何の日
5.今日の朝をなんという？
6.船などで方位を計る用具
8.同じ数
9.一身上の○○○
10.心を静めて無心になること
12.足の短い机
14.魚籠と書きます
16.大分県のから揚げの聖地
18.いわし、入道など
19.枝先を切って増やします
20.貨車、トラックで運びます
21.葉っぱの色は
22.羽子板でついて遊びます

タテのカギ

1.土木機械の一つ

2.ごみ置き場のいたずら者

3.ゼリーのような水戸土産

4.○○格

5.剣術の達人

7.規則違反の罰

11.歪んでいる

13.北方領土の島の一つ

15.１１月の別の言い方

17.○○食えば…

18.お供え物

19.新潟の金山のある島

20.除夜の○○

8 月号の正解はウクライナ、正解者には景品を発送済み

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

子供と楽しむ「わくわく音楽会」
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ヒント 秋から冬の花です。

秋晴れのなか、大津川を歩きましょう。

日  時；令和４年１１月２７日（日）１０時集合

      （雨天は中止です）

集合場所；大津ヶ丘第一小学校校庭

目 的 地；逆井の観音寺（南部運動公園にてトイレ休憩）

出発地に帰ってくれば温かいトン汁が待っています。

日時；令和４年１２月１８日（日）１３時〜１５時

場所；ひまわりプラザ大ホール

出演；スイングビートチーム♪ヒロシ

   キッズビクス

主催;風早北部地域ふるさと協議会

皆様の来場（申込不要）をお待ちしています。

料理講習会へのお誘い

日 時；令和４年１２月１４日（水）9:30～12：00

場 所：沼南社会福祉センター２階調理室

講 師；藤岡圭子先生

参加費；３００円

持参品；エプロン三角布をお持ちください

内容；茶巾寿し、焼きさば寿し、   

蒸し野菜、デザート

＊試食品は持ち帰りです。

申込先；地区社協携帯

090-6026-8130
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世代間交流のお知らせ

  
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

イベント名 開　催　日 時　　間 会　　場 内　　　　　　容

高齢者交流会 11月17日 大津ヶ丘 ｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞ・年賀状作成

開催日:第3水・木曜日 12月15日 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ｸﾘｽﾏｽ会(ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ・ﾋﾞﾝｺﾞ)
１２月まで木、１〜３月は水 1月18日 新年会、大正琴、南京玉すだれ

塚崎ふれあいｻﾛﾝ 11月19日 体操とおしゃべり

開催日:偶数月第4土曜日、 12月3日 10時～12時 牛乳ﾊﾟｯｸと和紙で作るペン立て

　　　 奇数月第3土曜日 1月21日 体操とおしゃべり

サロン「ほっこり」 １１月2･16日 時間内でしたら出入り自由です

開催日:第1･第3水曜日 12月7･21日 福祉委員、ボランティアの人が

１月4・18日 お茶を入れてお待ちしています。

3丁目ひなたぼっこｻﾛﾝ 11月14日 時間内でしたら出入り自由です

開催日:第2月曜日 12月12日 福祉委員、ボランティアの人が

1月16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 問合せ：室井三千代04-7191-6033

月2回開催 第2金曜日 13時～16時 参加費100円(第2金曜日）

第2金曜日・第4月曜日 第4月曜日 11時～14時 参加費300円(第4月曜日）

11月15日 脳トレ認知症を防ぐ生活習慣

12月20日 10時～12時 脳トレ　認知症を防ぐ食生活

1月17日 参加費100円 散歩

「きずなの会」 10:00〜12:00 問合せ：尾上正二　04-7191-0323

不定期 13:00〜16:00 大正琴・手芸の会　　　　

不定期 　　麻雀

リバティヒル柏 11月 ダンス・ギター演奏・多種目

「よりみち」 12月 10時～12時 リバティヒル柏集会所 時間内出入自由

不定期 1月 （塚崎）

くすの木会ｻﾛﾝ 11月10・24日 塚崎ﾊﾟｰｸｳﾞｨﾗ集会所 手芸、体操、脳活ドリル

月2回開催 12月1・15日 10時～14時 長谷川昌代 麻雀など

第1木曜日、第3木曜日 1月19日 04-7193-0588 時間内出入自由　昼食自由持参

はるかぜサロン

開催日;第３火曜日

月2回から4回

開催

10時～12時

塚崎区民館

10時～12時 第三住宅管理組合集会所

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

第一住宅管理組合集会所

連絡先大橋和江

090-5357-6577

第一住宅管理組合集会所

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

世代間交流のお知らせ

場所；大津ヶ丘第一小学校体育館

日時;11 月 20 日（日）10 時〜12 時 関口先生のおもしろ実験室（ス

ライム作り）、ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ,ﾎﾞｯﾁｬ等

12 月 18 日（日）10 時〜12 時 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ、ﾎﾞｯﾁｬ等

   １月 15 日（日）10 時〜12 時 関口先生のおもしろ実験室(浮

沈子作り)、ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ,ﾎﾞｯﾁｬ等


