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  ２０２１年 ４月 春号 
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 

ゆっくり進行する認知障害の恐怖 

認知症の危険因子の一つは、加齢にともなう脳の萎縮による機能の低下があります

が、加齢以外の要因として、運動不足、栄養不足、睡眠不足、ストレスなどがあげら

れています。春は安定しない気温差で自律神経のバランスが崩れ、精神的に不安定になり認知症

が進行しやすいとも言われ、加えてコロナ禍により生活環境が変わり心配です。心と体を活性化

させ健康維持に努めましょう。 

◎認知症とは 

認知症とは、脳の細胞が様々な原因で減少したり、働きが悪くなったりして、記憶力や判断力、

注意力が低下し、日常生活に支障をきたすようになった状態です。認知症患者は現在約 600 万

人、2025 年には 700 万人に増えると予想され、現代社会が抱える切実な社会問題となっていま

す。認知症が進むと現代の医学でも回復は難しく、初期症状での対策が重要になってきます。 

◎認知症へのサイン・進行 

①初期症状⇒対策をしないとだんだんひどくなっていきます。 

・生理的物忘れ…加齢が原因となるもので、人の名前、場所が出てこない。 

・作業的物忘れ…やろうとしていたことを忘れる。探し物が増える。 

作業的物忘れの方が認知症になりやすいそうです。 

②軽度認知障害⇒対策をしないと７割程度の人が３～４年後に認知症を発症する可能性がある

そうです。 

・人と会う時間、場所を忘れてしまう。 

・同じことを話したり聞いたりする。 

・やる気や集中力、注意力が無くなる。 

◎認知症を予防する生活のヒント 

認知症と気がつく２０年ほど前から脳内では既に障害が始まっているとされ、進行の抑制には若

いころからの生活習慣の改善が不可欠です。 

①適度な運動を継続的に行う(ウォーキング、水泳、踵
かかと

落とし等)。 

②栄養バランスの良い食事をとる(野菜、大豆製品、青魚、海藻類、牛乳・乳製品、発酵食品等)。 

③趣味を持ち自分の好きなこと、楽しいことを積極的にする。 

④家族、友人などと交流し、多くの人とおしゃべりをする。 

⑤夜はぐっすり眠る。(１日７時間程度) 

※県では、認知症の相談窓口を設置しています。誰でも気軽に相談できます。「ちば認知症相談

コールセンター」TEL 043-238-7731 「千葉県若年性認知症専用相談窓口」TEL 043-226-2601 

トピックス～２０２１年の新入生～               （３月２０日現在の予想人数） 

☆ 今年も地元の小学校・中学校に新１年生が入学しました。 
 幕張小学校 幕張東小学校 小学校合計 幕張中学校 

２０２１年  ６０人 １０２人 １６２人 １７４人 

２０２０年 ７０人  ９８人 １６８人 １６５人 

増 減 －１０人  ＋４人  －６人  ＋９人 
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★花のおすすめスポット 

・藤     （５月）  花見川千本桜緑地 

・つつじ   （５月）  幕張副都心、ベイ・ポイント幕張（旧ＮＴＴビル） 

・花しょうぶ （５月）  花島公園(多くないけど） 

・ハンカチの木 （５月）  しらさぎ公園近く（瑞穂団地わき歩道） 

・紫陽花   （６月）  花見川サイクリングコース沿い 

・大賀ハス(６月～７月） しらさぎ公園（瑞穂小学校わき） 

 

 

 

 

 

 

い内容を明確に表現できます。[オンライン ビデオ] をクリックすると、追加したいビデオを、

それに応じた埋め込みコードの形式で貼り付けできるようになります。キーワードを入力し

て、文書に最適なビデオをオンラインで検索することもできます。 

 Word に用意されているヘッダー、フッター、表紙、テキスト ボックス デザインを組み合わ

せると、プロのようなできばえの文書を作成できます。たとえば、一致する表紙、ヘッダー、

サイドバーを追加できます。[挿入] をクリックしてから、それぞれのギャラリーで目的の要

素を選んでください。 

 テーマとスタイルを使って、文書全体の統一感を出すこともできます。[デザイン] をクリッ

クし新しいテーマを選ぶと、図やグラフ、SmartArt グラフィックが新しいテーマに合わせて変

わります。スタイルを適用すると、新しいテーマに適合するように見出しが変更されます。 

・開催日：５月８日（土）＊雨天中止 

・集 合：ＪＲ新検見川駅 改札口外   ９時 

・解 散：ＪＲ幕張駅 改札口外    １２時半頃 

・散策地：花島公園、花島観音、天津神社ほか 

・人 数：１０名程度 

・参加費：１００円（資料代）＋往復バス代が別途かかります。 

・申 込：４月３０日までに、幕張公民館へ（☏043-273-7522） 

・主 催：昆陽だより発行委員会 

 

★ ★ ★ ま ち の た よ り ★ ★ ★ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇春の史跡散策・参加者募集・・・「今回は花島観音周辺です！」 

のどかな季節がやって来ました。恒例の史跡散策会のご案内です。地域の旧跡をご一緒に散策しま

せんか！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちかどの救世主 

幕張は、歴史を感じさせる町です。そこは、昔ながらの狭い道が入り組み、住居が所狭しと建ち並

んでいます。 

「昆陽だより」を配布するのに某自治会長宅に向かいました。地図で調べて、ある

程度の目途をつけて行ったにもかかわらず、探しても見つけだすことができませ

んでした。途方に暮れているところに救世主が現れました。女子高校生が通りかか

ったので道を尋ねると、快く応じてくれ「一緒に探しましょう」と言ってスマホを

見ながら「こっちの方ですよ」「このあたりです」と教えてくれ、すがる思いでつ

いていきました。しかし、なかなかたどり着くことができず、彼女に手間取らせて

は悪いと思い、「あとは私一人で探しますから」とお礼を言って別れました。が、

その後も彼女は一人で探し続けてくれて、「見つかりました」と私のところに戻っ

てきてくれました。「ご親切にありがとう」とお礼を述べると「私、お役に立てて

うれしいです」と言って、笑顔を残して去って行きました。彼女の親切心と心意気

にあふれたこの一言に、胸を強く打たれました。             （T.M） 

  

今 日 の ス ケ チ ツ 
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・・・・・・・・・公民館からのお知らせ（４月～６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（申込は公民館窓口又は電話で） 

郷土千葉を知り、歩こう 

 

２０２１年は千葉市市制１００周年。 

また、丑年で、「千葉県無形民俗文化財」に

指定されている「下総三山の七年祭り」が行

われます。 

そこで、令和３年度は、七年祭りの「磯出式」

に参加する４社を中心に歩きます。（子守神

社・三代王神社・子安神社・二宮神社など） 

５／２０（木）講義 

６／１７（木）三代王神社等幕張北地区 

７／１５（木）子安神社など畑地区 

９／１６（木）子守神社など幕張南地区 

１０／２１（木）二宮神社など船橋市三山地区 

１１／１８（木）予備日 

※各回とも１３：００～１６：３０ 

定 員：成人 先着３０名 

費 用：なし（交通費：自己負担） 

申 込：５／２（日）～ 

ボッチャ体験会 

東京パラリンピックの実施競技をいっしょ

に体験しませんか。 

５／３１（月）１３：３０～１５：３０ 

定 員：成人 先着２０名 

費 用：なし 

申 込：５／３（月）～ 

シニアのためのスマートフォン教室 

スマートフォン（アンドロイド）の使い方につ

いて学びます。 

６／１４（月）１０：００～１５：００ 

定 員：６０歳以上 先着２０名 

費 用：なし 

持ち物：スマートフォン（アンドロイドを対象

にします）を持っていない人は、申込

の時に伝えてください。 

申 込：６／２（水）～ 

作ってエコ 履いて健康 布草履作り 

古布を使って、布草履を作ります。 

６／２９（火）１０：００～１５：００ 

定 員：成人 先着２０名 

費 用：５００円 

申 込：６／６（日）～ 
 

昆陽だより作りに参加したい方（ボランティア）募集中！ 
 文章を書くのが好きなひと 

 人とかかわることが楽しいひと 

 新しい友達の輪を広げたいひと 

 自分の街と歴史に興味があるひと 

 好奇心旺盛なひと…etc. 

何かやってみたいな、などと考えていらっしゃる貴方をお待ちしています。

経験、年齢は問いません。ぜひ、公民館の窓口でお尋ねください。 

※毎月第１・第３水曜日の午前中（９：３０～）の集まりです。 

 

新着図書紹介 図書室から 

◎児童書 

『スーパービジュアル恐竜図鑑』ジョン・ウッドワード／著 講談社 

『からだのなかのびっくり事典』こざきゆう／著 ポプラ社 

◎一般書 

『徒然草をよみなおす』小川剛生／著 筑摩書房 

『アンと愛情』坂木司／著 光文社 ※図書室に在庫がない本は、お気軽にお尋ねください。 
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・・・・・体操「健康気功クラブ」 

人生１００年時代と言われていますが、いつまでも心身健康で自立した生活ができるか、健康寿命

も気になります。 

我が健康気功クラブは、発足以来２０数年、病気を

しない健康づくり、病後の健康回復・体力づくりを

目指し、ゆったりした体操と呼吸法で身体内に「気」

を巡らせ、“体の内側からいくつになっても健康に”

を目的として活動しています。 

長く続けることで姿勢が伸び、柔軟な体に、筋力も

つきます。 

現在、会員は１４名。第１・第３水曜午前は、講師

による指導、第２・第４は自主的に、感染予防対策

を守り、続けています。 

昨年は、コロナ感染自粛制限により、秋の文化祭が中止になりましたが、我がクラブは毎年参加し、

日頃の成果を披露しています。 

コロナ感染沈静化の折は、見学や体験などいつでもおいでください。      （代表 宍倉） 

 

◇ 幕張雑記帳＝花見川区の指定文化財をめぐる 

 第７回 「大賀ハス」・・・県指定天然記念物 

東京大学検見川総合運動場の中央部付近に大賀ハス発掘記念碑があります。 

これは１９５１年（昭和２６年）に植物学者・大賀一郎博士が地元小中学生の協

力を得て、今から２０００年程前（弥生時代後期）の古代ハスの実を発掘した場

所を示す記念碑です。 

この古代ハスは発芽育成の結果、見事、翌年にはピンク色の花を咲かせました。 

この情報はアメリカの雑誌ＬＩＦＥにも「世界最古の花」として紹介され、博士の名前から大賀ハ

スと命名されました。１９６４年（昭和３９年）に開催された東京オリンピックで、発掘地の東大

グラウンドがクロスカントリー競技会場になったことを記念し、区役所側の道路脇に蓮池が造られ

ました。 

大賀ハスは、国内外１５０カ所以上に平和と友好のシンボルとして贈られたほか、現在は「千葉市

の花」に指定されています。 

 

外出自粛、巣ごもり生活、三密、ソーシャルディスタンス等の言葉を毎日見聞きするようになって、

一年以上が過ぎました。制約ばかりの日常生活、気分転換や運動不足解消のため散歩をしています。 

浜田川沿いの道を歩いていると、童謡（めだかの学校）の歌詞そのままに群れをなして泳ぐボラの

子ども達、まれにエイも泳いでいます。 

水面には、青サギ、白サギ（小サギ）、オオバン、カモ等、幾種類もの鳥達の姿…。一度だけ、カ

ワセミが魚を捕った瞬間も目にしました。 

幕張にも、まだまだ自然が沢山残っています。さあ、新しい出会いを求めて、今日も行って来ます。 

（M.K） 

サークル紹介 

ティ～タイム 

【大賀ハス】 


