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■2020年度町会行事のご案内 
2020 年 3 月現在の計画です。今後、感染防止の対策として中止や縮

小となる行事が出てくる見込みです。変更は回覧等でご案内致します。 

■新型コロナウイルス感染拡大防止の対策 
新年度の活動が開始する４月を迎えましたが、新型コロナウイルスの感

染拡大防止の対策が続いており、町会活動もより一層難しい運営を求めら

れる状況にあります。異例の対応となりますが、ご理解とご協力をお願い致し

ます。 

１．定期総会 

4月5日（日）開催予定でしたが中止とさせていただき、資料配布にて

代替し、ご意見及びご質問については 6 月末まで書面にてお受けする対

応を行わせて頂きます。 

・自治会館（はらトピア）のポスト（玄関に向いて右側）へ投函 

・記名式（無記名については対応致しかねます） 

なお、町会へのご意見及びご質問については、年間を通じて受付けてお

りますのでお気づきの点あれば期限を超えて投函頂いても構いません。 

２．班長会 

3月、4月の班長会は会議体を取り止め、連絡文書、回覧資料などの

配布に変える対応を行いました。班長業務に関する説明を作成し、配布

しておりますが、文書では伝わり辛い点もあると思われます。行きとどかない

点が生じてくる可能性がございますが、ご理解とご協力をお願い致します。

なお、5 月以降の班長会については、同様の対応を視野に状況を見守り

つつ対応致します。 

３．町会行事 

5 月予定のスポーツ大会は開催準備が行えないため、中止としました。

代替行事や今後行う予定の行事については状況を見守りつつ判断し、回

覧等でお知らせ致します。 

上志津原たより 
2020年 4月 23日発行 

編集発行：上志津原町会広報係 
発行責任者：町会長 中野 勇 

■新年度町会長あいさつ ＜中野会長＞ 
町会員の皆様こんにちは、町会運営に対するご

理解と日頃のご支援に班長会一同を代表して心よ

り感謝申し上げます。町会長として、年度末最終班

長会と新年度初回班長会および総会が新型コロナ

ウイルス感染症対策のため開催中止を余儀なくされ

この先も見通せない状況ですが、皆様方にはご自身

と周りの方への予防対策に留意され、いつも以上の

体調管理・健康維持に努めていただきますよう切に

お願いいたします。 

こうした年度の狭間にあって、新旧橋渡しの対応面では「町会の仕組み」

に助けられ、大きな障害にもかかわらず町会総務の皆さん方による着実な

運営が進められていますこと、そして昨年度の班長の皆様、また、様々な場

面で助けていただいた各協力団体の皆様方には重ねて感謝申し上げる次

第です。 

新年度班長の皆様方にはこうした状況下で始動しはじめたことに戸惑い

を感じていらっしゃる方もおられることと思います。でも心配ご無用！町会運

営の基本は『私のできることをする』という役割分担です。発足以来 67 年

目、去る２月の役員決めの日には従来通り、複数回参加の熟年世代、二

代目現役世代、初々しい若人世代と多世代の老若男女が参集しました。

班長会はこのような多世代の方々で成り立っているのは今も昔も変わりあり

ません。そして、こうした状況はこれからも続くことでしょう。私たちの班長会は

例えれば大家族です。家族とご近所さんでそれぞれのできることをできる範囲

で役割分担しています。ご近所さんとは、頼もしい助人の協力団体様や有

志の方がたであることは言うまでもありません。役員決めと同じ日、役目を終

えた旧班長の皆さんの顔に満面の笑顔が見受けられたのは、もしかしたら、

久しぶりに味わった多世代の交流の中から生まれる「互いに助け合おうという

気持ち」や「育まれた信頼関係」に包まれ、一人一人が満たされたゆたかな

心持になっていたからなのではないでしょうか。班長会はそうした気持ちが生

まれる場、達成感を味わえる場なのかもしれません。 

人と会わずに生活できる一見便利なように見える社会、他人と直に接す

ることが少なくなってゆくこのような社会環境にあって、逆に膝突き合わせ、幅

広い世代の人々と意見をぶつけ合える場があることで、忘れていた何かを取

り戻せた気持ちになるんじゃないかな?と私は勝手に想像しています。町会に

は班長会の他、様々な交流の場が増えつつあります。班長の時にまたは班

長を終えたら交流の場に足を運んでまずは覗いてみませんか？きっとあなた

の楽しめることが見つかるかもしれません。 

そんな新たな気持ちで二年目となる今年度も宜しくお願い申し上げます。 

中野 勇 

■新型コロナウイルス感染拡大防止  忍耐！ 
緊急事態宣言が発令されています。本紙が皆様の手元に届く頃、対策

の効果があらわれている事を期待しています。現状の見通しは非常に厳しく

ある程度の効果があった場合であっても、即座に安全な状態と判断される

訳ではありません。ゴールデンウィーク明けには、状況を見ながら通学・通勤

の制限が徐々に解除される予定ですが、ちょっとした気の緩みから再び集団

感染が発生する危険が残っています。ワクチンなど特効薬が間に合っていな

いことから、私達は新型コロナウイルスに対してとても非力です。私達には感

染の危険から自分や家族を守る事しかできません。特に成人に比べ免疫

力の弱い、児童と高齢者の方は、安易な気持ちは持たず徹底的に人との

直接的な接触を避けるようにお願いします。 

人と人、更に世代を超えた交流を大切にしてきた上志津原町会ですが、

今はただただ忍耐の時です。晴れてお会いできるその時まで、健康最優先

の行動を維持して頂けるようお願い致します。（総務） 

感染のリスクを避ける 

①密閉空間、②密集場所、③密接接触 

感染しない予防 

①うがい、②手洗い、③手の消毒、④マスク 

悪化しない体力づくり 

①十分な睡眠、②バランスの取れた食事 
↑熊本県提供 
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■2019年度決算と 2020年度予算 
会計監査は 3 月 14 日に予定通り行われました。決済内容の特筆点は、新たに開催した「親子三代ふれあいまつり」について、予算 20 万円に対し簡

易テントなど購入のため約 4万 7千円の超過（班長会事前報告、承認済み）がありました。2020年度予算では、①佐倉市の敬老会事業が未定のた

め、「親子三代ふれあいまつり」の事業費として 20 万円、②盆踊り大会で使用する櫓の補修費として 10 万円、③2019 年度に実施できなかった安否確

認訓練用の資材購入費として10万円、④グランド草刈り機の運用費及びネット・ベンチの補修費用の補助としてグランド維持管理助成10万円を予算計

上しています。ほか増減については 2020年度予算をご確認下さい。 

■2020年度班長会 
例年は各係別に写真付きで紹介しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため集合がかなわず、名簿での紹介となります。機会があれば順

次紹介させて頂きます。新たに 2019年度副会長の髙橋幸哉さんを総務に迎え 6名体制となりました。行事運営、班長サポートが更に充実します。 

■カムロちゃん 佐倉おもてなしキャラクターを卒業 

 佐倉市のご当地キャラクターの「カムロちゃん」が 2020 年 3 月

31 日をもって「佐倉おもてなしキャラクター」を卒業しました。カム

ロちゃんは佐倉市在住の漫画家・イラストレーターの「誰（すい）

か」氏の制作により、平成 22年（2010年）1月 1 日号のこ

うほう佐倉に掲載の 4 コマ漫画「ふりむけばカムロちゃん」でデビュ

ー。同年 4 月から始まった「佐倉・城下町 400 年記念事業」の

イメージキャラクターとして、佐倉市の魅力を発信してきました。 

（佐倉市ホームページより抜粋） 

後任には、我が町の妖精「はらモン」が就任するとか、しないとか。 

 

■クロスワード 

ワードは「食べもの」だよ！野
菜も入っているよ。 
答えは①～⑤を順番に並べ
て読むとわかります。 
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■まちづくり委員会 ＜萩庭会長＞ 
私事ですが今年会社を定年退職します。年齢

を重ねて今更ながら気づくことがあります。先輩た

ちの優しさ、我々後輩への惜しみない指導などの

おかげで精神的にも随分と助けられたものです。

何か母親の子に対する愛情にも似た無償の何か

を感じます。 

私は平成２年に上志津原へ転居してきまし

た。都内での勤務がほとんどで朝は早くから出か

け、帰宅は遅く、今ほどコンプライアンスやハラスメ 

ントが言われてない時代で、数字と組織のプレッシャーに耐える毎日。この町

は自分にとっては帰って寝るところ、自治会活動があることさえ知らず日々す

ごしていました。転居後数年経過し自治会の順番が回って来ました。そこで

は古くから住んでいる多くの方々が、班長でもないのに何かと手伝いや行事

の世話をして下さっていることを知りました。印象に残っているのは、当時まだ

ご存命だった開拓一世の方々の優しさです。何か困ったことがあると相談し、

助言を頂いたり、手伝って頂いたり、今でも忘れない私の財産です。戦後、

何もない不毛の土地を開拓するという厳しい環境に耐えて、苦労を重ねて、

家庭を守りながらも現在のふれあい通りを残すというこの町の将来を展望して

きた先人の方々には本当に頭の下がる思いです。諸先輩の残したこの町をど

うすればもっと良くなるか、まちづくり委員会は先輩に託された想いを引継いで

いかなければならない気がしています。 

町づくり委員会は常に皆様の参加をお待ちしております。機会ある毎に原

たよりを通じてまちづくり委員会を紹介させていただきます。どうぞ宜しくお願い

申し上げます。 

■防災防犯委員会 ＜見上会長＞ 
日頃は、防災・防犯活動にご協力頂

き誠に有難うございます。桜が満開を迎え

るなか新年度が始まりましたが、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対策の影響で、

四月の町会行事は中止せざるを得ない状

況となりました。防災・防犯活動は、町会

員皆さまの連携・絆を進める事で災害時

の被害を最小限に抑えようと呼びかけてま

いりました。感染拡大防止の対策は皮肉

な事にそのような活動を中止し「密」を避け

るよう、指導されています。 

この状況がいつまで続くか分かりませんが、ワクチンも特効薬もないため、

行動の自粛しか対策がありません。今は、我慢の時です。新型コロナウイル

スの脅威が終息した暁には、またみんなで集まり元気に防災訓練を行いたい

と思っています。皆さまが新型コロナウイルスに罹患しない事、一日も早い終

息を祈ります。 

■双葉会 ＜鈴木会長＞ 
双葉会会長を仰せつかりました、鈴木 稔で

す。皆様には、日頃からご理解とご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。役員皆で力を合わせて楽し

くやりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。双葉会は志津高齢者クラブに属しており、地

域交流の一端を担っています。町会行事と連携

し、この町を盛り上げていけたらと思います。昨今

は定年延長により、現役を退いたら６０代後半

と言う方も多くなりました。年齢が高くなると、習い 

事など、なにか新しいことを始めるのは意外と大変です。なにか小さなことでも

良いので、楽しみのある生活がしたいですよね。どうせなら私達と一緒に楽し

く笑って過ごせる、ひと時を作りませんか？ お隣さんやご近所の顔見知りと、

又は、集った者どうしで知り合いと成り、楽しいひと時を過ごしましょう。 

新型インフルエンザ等特別措置法で集会も外出も抑制されている中で、

「幸せだと感じるのは？」という質問に対し、多くの人達が「今までと同じ毎日

をおくれること」と答えています。災害にあったり、インフルエンザ等の疫病や病

気で入院したりしていては、楽しいことは無く、苦しいことしか有りません。今を

大切に健康で楽しく第三の人生を過ごそうではありませんか！ 皆様のご参

加を楽しみにお待ちしています。 

 

 

ふれあい公園の清掃 

子供達に気持ち良く使って頂けるように、毎月、ふれあい公園の清掃活

動を行っています。 

■子供会 ＜北原会長＞ 
日頃より、子供会の活

動にご理解とご協力をいた

だきありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染

拡大防止対策の影響で、

今年の子供会は例年通り

の活動が難しいかと思いま

すが、子供達の笑顔が少し

でも多く見られるよう、楽し

い子供会を目指して役員

一同活動して参ります。 

初めての役員を務めるにあたり不慣れで至らないところがあるかと思いま

すが 1年間どうぞ宜しくお願いします。 

■社会福祉協議会 志津南地区 原ブロック 
皆さんに大変お世話になり本当にありがとうございます。地区社協原ブロックは上志津原町会の

皆様に支えていただき、活動を続ける事が出来ました。森の茶屋、書を楽しむ会、ウォークラリー、

書き初め会、味噌作り、雛祭り昼食会などなど、2019年度は楽しく開催する事が出来ました。 

今年度もまた楽しい行事や交流の場を持ち皆さんと仲良く一年を過ごして行こうと思っていまし

たが、新型コロナの感染回避のためすべて自粛する事になり、本当に残念です！ 一日も早い終

息を願っております、そして、上志津原町会の全員がまた元気で集い合えるよう、笑い合えるよう

に、感染に気を付けてお互いに健康でありますようにお祈り申し上げます。 

 

■新型コロナウイルス関連のサギに注意！ 
これから新型コロナウイルス関連の詐欺が必ず横行します。 

・給付金を振込むので通帳と暗証番号を預かる ＝サギ 

・電話や訪問者が対面で暗証番号を訊ねる ＝サギ 

・申請書などに暗証番号を記載する ＝サギ 

・感染させてしまい保証しないと裁判になる ＝サギ 

旨い話や急ぎの話は 100%サギです。必ずご家族や知人に確認を！ 

上の写真： 
昨年のウォークラリーの様子。皆で上志津原探索（周辺地域含む）を楽しむ
イベント。鯉のぼりはまちづくり委員会イベント部会が担っています。 
左の写真： 
昨年の盆踊り大会の様子。皆の胃袋を満たすため朝から大忙し。オレンジＴシ
ャツはシンボルカラーとして定着していますね。 
町会行事、各委員会の行事とともに交流の場を提供、盆踊り大会と運動会で
は出店協力を頂いている頼りになる皆さんです。（広報） 

感染拡大防止のためマスク着用、ご理解下さい。
危機に対する緊張感あって良いです。（広報） 

■子供会からのお願い 
廃品回収（資源ゴミ回収）の収益は、子供会の活動資金となります。

子供達のために、ご協力を宜しくお願い致します。 

実施日：毎月第 3日曜日（雨天決行です） 

・紙類、ダンボール、牛乳パック、布類は通常のゴミ置き場に 

・アルミ缶は 9時に「はらトピア」まで 

佐倉市が行う回収も資源回収ですが、子供会の資金とはなりません。同じ

捨てるなら是非とも子供会へのご協力をお願い致します。 

 3月の収益は 11,450円でした。（2019年度合計 174,260円） 

 ご協力ありがとうございました！！ 
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■編集後記 
第 412 号より紙面を横書きに変更しました。縦書きに慣れた方にとっては読

み辛い点もあるかと思いますが、ご了承願います。 
さて、班長会・定期総会の中止により、新年度班長が一同に会する機会を

失い、例年通りの役員紹介が出来ませんでした。5 月のスポーツ大会、社協さ
んのウォークラリーも中止が決定しています。一日も早く原たよりの紙面に賑わい
が戻る事を願っています。 

■桜咲く 
 今年も桜が見事に咲きました。上志

津原の桜並木は樹齢が古く、昨年度

の台風の影響で傷みが目立っていま

した。つぼみが膨らみはじめた頃は、

例年よりつぼみの付きが少ないのかな

と感じていましたが、要らぬ心配でした

ね。良かった！ 

 天候に恵まれたからでしょうか、今年

はお花見散歩の方々を多く見かけま

した。新型コロナウイルス感染拡大防

止で閉じこもりがちな生活にあり、ほっ

と一息つけるようなお気持ちだったので

しょうね。 

 そう云えば、ま新しい制服姿で記念

撮影をされている方を何組かお見 

かけました。桜並木が皆さんに愛されているのだと感じました。佐倉市内の学

校は卒業式（卒園式）も入学式（入園式）も縮小・時短開催となりまし

た。厳かな中にも例年とは違う寂しさも少し感じていましたが、桜並木は子

供達や私達を精一杯の満開で応援してくれているように思いました。 

 

ふれあい通りがいつも綺麗に保たれているのは幹線道路清掃や日頃から

遊歩道清掃にご協力頂いている皆さんのおかげですね。いつもありがとうござ

います。（広報） 

■春の嵐、はらトピアの屋根壊れる 
 4 月はじめ、はらトピアの屋根が強風で壊れ

ました。この数日間、確かに強風が吹き荒れて

いましたが、昨年の台風災害を乗り越えていた

だけに、少し驚きました。春の嵐、恐るべし。 

 壊れた屋根は、まちづくり委員会の有志の

方々が直してくれました。上志津原町会には

沢山の職人さんが住んで居られます。「はらト

ピアの屋根壊れた！」 「あいよっ！」的な流れ

であっという間にもと通り。 

 

感謝です。ありがとうございました。（広報） 

■彼岸花の球根を分球 
 4 月 10 日、彼岸花の球根の分球作業が行

われました。彼岸花は球根植物です。球根の分

球は、親球の横に新しく子球が出来ていますの

で、これを切り離して数を増やす方法です。球

根を掘り起こし、分球する作業は足腰にくる大

変な作業です。大勢で行えば短時間で終えら

れるので、機会があれば是非お手伝いをお願い

します。（広報） 

 

＜ふれあいどおり部会＞ 

遊歩道の保全活動、花壇作りを行っています。 

彼岸花 100万本計画進行中。 

■こんな町です「上志津原」 
 佐倉市の端の端、千葉市・八千代市・四

街道市と3市との境界を持ち、地図で見ると

少し異形を感じます。東西南北に幹線道路

が通り、西と南の通り沿いは遊歩道が整備さ

れ、桜並木、銀杏並木や季節折々の花々

が私達を楽しませてくれる、特徴ある町で

す。中央の上志津原交差点には、はら公

園、はらトピア、コンビニ、浄水場があり、近く

には病院と中華料理屋さん、町内にはお蕎

麦屋さんとカフェもあります。勝田台行きのバ

スは本数が増えて通勤や通学、買い物も便

利になりました。生活にはほぼ困らない住み

やすい町ですが、この町の生い立ちはご存じ

でしょうか。現状からは想像が付かない歴史

があります。（広報） 

http://kamishizuhara.web.fc2.com/ 

■公園清掃ボランティア 
 2014年、上志津原町会内の5ヶ所の公園（双葉会が担当する「はら公

園」は除く）について、ゴミ拾い・草刈りなど佐倉市より委託を受けて清掃ボ

ランティア活動を行っており、月に 2~4日程度、各公園を順番に清掃してい

ます。公園は子供達の遊び場であり、お散歩の休憩場所です。皆さんで大

切に使って頂けると嬉しいです。また、機会があれば清掃活動にご協力をお

願いします。ご協力頂ける方は、作業中に声掛け頂くか、町会まで連絡先を

お伝え下さればお取次致します。（広報） 

■健康体操（はらトピア体操会） 
 毎週火曜日（午前）はらトピアで

開催しています。健康維持は続ける

事が肝要です。先ずは 1 度、様子

見で良いので参加して見て下さい。 

現在は、新型コロナウイルス感染拡

大防止対策のため、休会中です。 

再開については、回覧等でご案内

致します。（広報） 

 
■健康麻雀（はら雀塾） 

 毎週水曜日（午前・午後）南ヶ丘

集会場で開催しています。強さを競う場

ではありませんので、未経験者の方も多

数参加されています。楽しみながら感

覚・感触の刺激、脳トレしましょう！ 

現在は、新型コロナウイルス感染拡大

防止対策のため休会中。（広報） 

■外出自粛 vs子供達の遊び場 
 以前から全国的に、近隣で遊ぶ子供達の声がうるさいと学校や自治会、

子供会などに苦情が寄せられていました。外出自粛が要請されて以降、その

傾向がより強く現れているようです。近隣の方にとっては「毎日毎日、入れ替

わり立ち替わり、気の休まる静寂な時間が欲しい」と、保護者にとっては「どこ

で遊ばせれば良いのよ？」などと、時には直接ぶつかるケースもあるようです。

どちらも良い気持ちはしない展開です。ご近所間の関係や世代の間の感性

の違いなど、それぞれの立場で受け止め方が違いますので、誰が悪いとかでは

無いように思います。 

 政府の非常事態宣言には、「学校の臨時休業等を円滑に進めるための環

境整備」という項目があります。子供たちの自然体験・文化芸術体験・運動

機会の創出を文部科学省が推進する事と明記されています。確かに校庭や

運動公園の解放など対応を進めているようです。しかし、手軽に行けない児

童や保護者が大半で、施策と現実に大きなギャップがあるようです。終わりの

見えない自粛ムードが続き、我慢に我慢を重ねていることで「コロナ・ストレス」

が溜まっていると云われています。ちょっとした事が悪い方へ悪い方へと流れて

しまう嫌な空気が漂っている感じがします。 

 何度も言われていることだと思いますが、それでも、感染の心配が無くなるま

で皆でちょっとずつ「我慢」するしかないのです。こういう時だからこそ、お互いを

思いやる気持ちをもう一度思い出しましょう。 

 

余談ですが、車の往来がある道路で遊ぶ事は「危険」です。通行の妨害とな

る行為や危険を招く行為は、道路交通法に違反していると判断される可能

性が高いです。事故は魔がさした時に起こります。後悔の無いように行動しま

しょう。（総務） 


