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  ２０２１年 １０月 秋号 

昆陽だより発行委員会 

事務局：幕張公民館内 

千葉市花見川区幕張町 4-602 

電話 043-273-7522 

賢 い 食 事 で 健 康 管 理 
毎日当たり前のようにとっている食事は、体に栄養を与えるという重要な役割を果た

しています。 

生命活動を維持していくためには、食品に含まれている栄養素をバランスよく摂取する

ことが必要です。 

生命活動を営むために欠かせないエネルギー源や体の組織を作るタンパク質、脂質、糖質を「三大

栄養素」、体の調子を整えるビタミン、ミネラルを加えて「五大栄養素」と呼んでいます。栄養素

の役割や多く含まれている食品などについて知り、普段の食生活に活かしましょう。 

 

① タンパク質 

タンパク質は筋肉、内臓、皮膚、血液など体の主要な構成成分です。タンパク質が不足する

と体力や免疫力が低下し、病気になりやすくなります。逆に摂りすぎると脂肪に変換され肝

臓、腎臓に大きな負担がかかり、内臓疲労を起こします。三大栄養素の中での摂取比率は約

15％が目安で、肉、魚介類、乳製品、卵、大豆などが代表的な食品です。 

② 脂質 

脂質は重要なエネルギー源だけでなく、ホルモン、細胞膜などの構成成分です。脂質が不足

するとエネルギー不足となり、疲れやすく体の抵抗力が低下します。逆に摂りすぎると肥満

の原因になりますが、少量でも多くのエネルギーを得ることができ、効率の良いエネルギー

源です。摂取比率は約 25％が目安で、植物油や動物性油脂などが代表的な食品です。 

③ 糖質 

糖質は最も使われやすいエネルギー源で、ブドウ糖に分解され、血液によって各組織に運ば

れ、即効性の高いエネルギーとして使われます。特に脳の活動には欠かせません。糖質が不

足するとタンパク質や体脂肪がエネルギー源となり、タンパク質の分解は筋肉の減少につな

がります。逆に摂りすぎると体脂肪として蓄えられ、糖尿病や高血圧のリスクを高め、肥満

の原因になります。摂取比率は約 60％が目安で、穀類、芋類、砂糖、果物などに多く含まれ

ます。 

④ ビタミン 

ビタミンは人間を健全に成長させ、機能を正常に保つため必要な有機化合物です。油脂に溶

ける脂溶性(A、D、E、Kなど)と水に溶ける水溶性(B群、Cなど)のものがあり、できるだけ

こまめに多くの食品(野菜、果物、肉、魚、乳製品など)より摂る必要があります。

脂溶性ビタミンは摂りすぎると弊害が出ることがあります。 

⑤ ミネラル 

無機質であるミネラルは歯や骨の構成成分になり、体の調子を整える働きがあ

ります。ミネラルは過剰症や欠乏症がありますので、バランスよく摂取すること

が大切です。魚介類、肉、乳製品、海藻、緑黄色野菜などに多く含まれます。 

 

好きなものだけを食べたり、一度に大量に食べたりすると栄養が偏って体を壊す要因になります。 

何といっても健康は一番の財産です。栄養バランスを考え規則正しく食事をとることは、免疫力を

高め健康維持や生活習慣病の発症予防にもつながります。 
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・開催日：11月 20日（土）＊雨天中止 

・集 合：ＪＲ新検見川駅改札口       8時 50分 

・解 散：花見川区役所           12時 頃 

・散策地：道祖神社・長林寺・火除け地蔵・畑小発祥地の碑・子安神社 

・人 数：10名程度 

・参加費：100円（資料代）＊別途往復バス代が必要です。 

・申 込：11月 13日（土）までに、幕張公民館へ（☏043-273-7522） 

★ ★ ★ ま ち の た よ り ★ ★ ★ 
 

 

◎幕張地区町民家族運動会  中止 

◎子安神社秋季大祭     10月 17日（日）神事のみ 

◎幕張地区文化祭      中止 

◎三代王神社秋季大祭    10月 20日（水）神事のみ 

◎花見川区民祭り      中止 

◎幕張コミュニティまつり  中止 

◎三山の七年祭り      10月 30・31日（土・日）神事のみ 

◎稲毛あかり祭り「夜灯し」 中止 

 

※コロナ禍の中、お祭りの内容など未確定な部分がありますので、実施内容については各神社・ 

区役所などにお問い合わせください。 

 

 

◇秋の史跡散策・参加者募集・・・今回は「畑町」の散策です！ 

畑町のようすを肌で感じてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断捨離という言葉が広く使われるようになり、テレビ番組としてもよく取り上げられています。 

断・捨・離…各々の言葉には、深い意味があるとのことですが、私は深くは考えずに、自分なりの

断捨離をしています。 

もともと、物をためこむことや、買いだめなどはしないのですが、それでも家の中を見回すと有り

ます！有ります！不用な物が…。やろうと決めたら迷わずに処分すること、決して見直さないこと。

スッキリしたと自己満足しています。 

昨年から今年にかけて、不燃ごみ、紙ごみ（衣類も）の収集量が増えているよう

に思います。どのご家庭でも断捨離が進んでいるのですね。 

でも、困っていることが一つあります。紙ごみを捨てるのに必要（？）な紙袋を

あまりとっておかなかったので、不足ぎみなのです。何か良い方法はないか思案

中です。 

                                 M.K. 

今 日 の ス ケ チ ツ 

子安神社の竹灯籠 

（8月の夕涼み詣にて） 

https://www.irasutoya.com/2016/06/blog-post_57.html
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・・・・・・・・・公民館からのお知らせ（10月～12月分）・・・・・・・・・ 
内容・日程等変更・中止になる場合があります。詳細は公民館にお問い合わせください。 

講 座 名 詳 細 

親子でつくろう 

   ぺたぺたローズウィンドウ 
簡単ステンドグラス風ペーパーアートに挑戦

してみましょう。 

10/9（土）10：00～12：00 

定員：小学 1～3年生と保護者 20組 

料金：500円 

申込：詳細は小学校で配付するチラシをご確認

ください。 

津軽三味線じょんがらライブ in 幕張 
迫力の生演奏をお楽しみください。 

10/31（日）13：30～15：00 

定員：成人 抽選 40人 

申込：往復はがき（１人につき１通）で  

10/4（月）～10（日）必着 

紙バンドでつくる 

はじめてのかご 
軽くて丈夫なかごを作ります。 

11/27（土）10：00～12：00 

定員：紙バンド手芸が初めての成人 抽選 10人 

料金：800円 

申込：電話で 11/2（火）～8（月） 

ミニ門松づくり 
飾りやすいサイズのミニ門松を作ります。 

12/21（火）9：30～12：00 

定員：成人 抽選 8人 

料金：1,500円（門松 1個あたり） 

申込：電話で 12/2（木）～8（水) 

お正月の 

フラワーアレンジメントづくり 
お正月らしいお花でアレンジメントを楽しみ

ませんか？ 

12/25（土）10：00～12：00 

定員：成人または親子 16人（組） 

応募多数の場合抽選 

料金：1,500円 

申込：電話で 12/5（日）～11（土） 

 

◎往復はがきでのお申込み方法 

 参加者 1名につき、はがき 1枚でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎予告！ 

市制 100 周年記念歴史講座「戦国期の千葉介の動向 ～関東・全国の動向を背景に～」 

千葉氏の長い歴史の中で、戦国期にスポットをあてて学びます。花見川区 4館合同企画！ 

2022/1/8（土）、22（土）、2/12（土）、26（土）、3/12（土）10：00～12：00 全５回 

詳しくは、公民館情報誌 12-1月号をご覧ください。 🔍 千葉市の公民館 

【往信おもて】 

〒262-0032 

往信 

 

千葉市花見川区 

幕張町 4-602 

幕張公民館 

宛 

【返信うら】 

 

 

 

何も記入しな

いでください 

 
【返信おもて】 

〒郵便番号 
 

返信 

 

参加希望者の 

ご住所 

参加希望者の 

お名前 
 

【往信うら】 

 

 
① 催事名 

② 日時 

③ 申込者氏名 

（フリガナ） 

④ 郵便番号・住所 

⑤ 年齢・学年 

⑥ 電話番号 
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・・・・・木工クラブ 

指先と頭を使って若さを保ちましょう！！ 

私達、木工クラブは毎月第１・第 4 水曜日の 13 時から 16 時頃まで幕

張公民館で活動しています。これまで本立て、調味料入れ、椅子、CD・

DVDラック、ガーデニングコンテナ、踏み台等を作ってきました。 

公民館の工作室は頑丈な作りの工作台 4 基、電動糸鋸 2 台、ボール盤 1

台を備え、鋸、カンナ、ノミ、玄翁（※編集注：石を砕くための大型のかなづち）等基本的な木工

道具を自由に利用する事ができます。経験が無く、道具も無い方もスタートする事が可能です。道

具は徐々に揃えれば OK。 

家庭では大きな音を出す事ができない工作ができる素晴ら

しい環境です。 

見 学 歓 迎 
興味のある方は先ず見学に来て下さい。上記活動日時に工

作室がどんな環境かどんな活動をしているかを確かめて下

さい。そしてご入会をご検討下さい。 

（会長 大塚） 

 

◇ 幕張雑記帳 
＝花見川区内の指定文化財をめぐる（第 9 回） 
 

「宝幢寺・阿弥陀如来立像」・・・市指定有形文化財・彫刻 

 

幕張 2丁目の宝幢寺に安置される阿弥陀如来です。 

漆塗りで金箔のあとが残る針葉樹材を用いた寄せ木造りの仏像です。 

一寸六分（4.65㎝）の小さなお像ですが、円満なお顔の佳作です。 

作者・年代は共に不詳です。 

千葉市史には、千葉常胤公が幕張の海中より阿弥陀像 2体を得て、1186年

（文治 2）に阿弥陀寺と海隣寺の 2 寺を建立しその阿弥陀如来像をそれぞ

れの本尊としたとする伝承が記されています。阿弥陀寺は明治初期に廃寺

となったため、阿弥陀如来像は宝幢寺に受け継がれ今日に至ります。 

なお、海隣寺は室町時代に千葉氏宗家と共に本佐倉に移転しました。 

 

 

 

天高く馬肥ゆる秋。高いと言えば、山！ 世界の高い山ランキングの 1位はエベレスト（チョモラ

ンマ）8,848m、2位は、ゴドウィンオースチン（K2）8,611ｍ、3位は、カンチェンジュンガ 8,586

ｍと続きます。※外務省のウエブサイト、キッズ外務省「世界いろいろ雑学ランキング」より。 

秋の夜長に遠い山々に思いをはせ、雄大な気分になってみるのもよいのではないでし

ょうか。 

M.N. 

ティータイム 

サークル紹介 

https://www.irasutoya.com/2018/03/blog-post_352.html

