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■自治会館改修工事のお知らせ 
自治会館「はらトピア」は 1997 年に

建設されました。2017年には 20周年

記念行事が行われ上志津原の歴史を

振り返る良い機会となりました。いつも

大切に使用頂いていることもあり、20

年を経過した建物には思えないほど良

い状態を保つことが出来ています。感謝 

申し上げます。写真は自治会館大掃除にボランティア活動として参加頂いて

いる上志津中の生徒達の様子です。（今年の大掃除を中止しています） 

改修内容は予てより要望のありました ①照明の LED 化 ②旧式空調

機器の入替え（1 台） ③トイレの洋式化とバリアフリー化を予定していま

す。なお、新型コロナウイルス感染拡大を受け、工事日程については現在の

ところ未定です。詳細はあらためてご案内致します。（総務） 

■盆踊り大会 中止のお知らせ 
7 月 24 日（金）・25 日

（土）、2日間の開催を予定して

いる盆踊り大会について、「中止」

の判断を行いました。盆踊り大会

は大運動会に並ぶ町会の 2 大行

事であり、家族、友人・知人が集

い、夏のひと時を楽しむ、その機会

が失われる事はとても残念です。 

新型コロナウイルスの感染拡大により各地のイベントが中止を発表する

中、日常を取り戻す契機となるのではないかと僅かな期待を持って、感染状

況をつぶさに見守ってきました。社会が一体となり努力した成果、5月 25日

に非常事態宣言が解除され、自粛要請も段階的に解除が進む状況とな

り、期待感が膨らんできました。しかし、全国で小規模なクラスタの発生が続

き、飛沫防止やソーシャルディスタンスなど感染防止マナーを遵守することの

難しさが浮き彫りとなりました。 

晴れて皆様と共に町会行事を再開できる日が一日も早く取り戻せる事を

願います。ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。（総務） 

■班長会 再開にあたり 
6 月より会議体での班長会を再開しました。緊急事態宣言が解除された

とはいえ、世の中の自粛ムードに加え、東京都の感染者数が気になる状況

でしたが、対応できる範囲での感染防止対策を行い開催へ一歩踏み出しま

した。体調管理、換気、消毒、マスクの一般的な対応に加え、対面型の座

席レイアウトを止め同じ方向を向くレイアウトに変更、大きな声を出さずに済

むようマイクを利用するなどの工夫を行いました。それでも、参加頂いた班長

さんや協力団体の方の中には不安を感じていた方も居られたと思います。準

備した総務も含めそれが普通の反応だと思います。7 月以降の班長会につ

いては、同様の会議体での開催を予定していますが、状況が悪化する場合

は再度資料配布に戻して対応することになる予定です。（総務） 
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■班長会（6月 6日） 
１．町会長挨拶（中野町会長） 

 非常事態宣言が解除されました。クラスタ発生の懸念が残る状況ではあり

ますが、対策を施した上で会議体での班長会を再開することとしました。あら

ためて今年度 1年間宜しくお願いします。 

２．子供会からのお知らせ（北原会長） 

 6 月 21 日（日）廃品回収を予定しています。子供会の活動費になりま

すのでご協力お願いします。少し先のバス遠足についてですが、バス会社より

コロナウイルスによる中止の場合はキャンセル料不要と連絡がありましたので、

実施する方向で検討しています。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

 公園清掃を再開しました。はらトピア体操会（健康体操）、はら雀塾

（健康麻雀）、悩み事相談会は今後の状況をみつつ再開の準備を進めて

いきたいと思います。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

 パトロールは 5 月を休止していましたが、今日から再開しました。班長の皆

さんも是非参加して見て下さい。また、6 月 21 日（日）予定の防災訓練

は中止としています。同日予定の防災防犯連絡会は10時に変更して開催

を予定しています。 

５．会館・ふれあい通りの清掃当番など（総務） 

 会館トイレ清掃、ふれあい通り清掃は当番表に従い対応をお願いします。

明日 6月 7日に予定していた幹線道路清掃・自治会館清掃は中止として

います。幹線道路清掃のご案内（回覧）を出してはいないが、出てこられる

方がいるかもしれないので、総務が見回りを行い居られたら中止のご案内を

します。 

６．その他（総務） 

(1) 自治会館の改修工事について 

予てより要望があり佐倉市へ補助金の申請を行っておりました。今年度の

対象として決定通知を受ける事ができました。補助金の性質の都合、今年

度内に工事を完了する予定で進めることになります。回覧を用意しています

ので宜しくお願いします。市との手続き中であり、日程などについてはあらため

てご案内致します。 

工事内容は、①照明の LED 化、②旧式空調機器の入替え（1 台）、

③トイレの洋式化とバリアフリー化を予定しています。 

事業費は、①会館修繕積立金、②会館建設残金、③一般会計予備費

からの充当を予定しています。 

(2) 盆踊り大会について 

 緊急事態宣言が解除され段階的に規制の緩和が行われます。「お祭り」

などの行事についても、段階的に解除が進む予定となっていますが、東京都

の感染状況が懸念される状況にあり、もう少し状況を見て判断したいと思い

ます。判断のリミットは 7月班長会ですが、状況によってそれ以前に判断する

予定です。また、開催時期の変更についてもご意見を頂いており、並行して

検討しています。①予定通り（7月 24・25日）②お盆（8月 15日）③

9月（9月 27日、親子三代ふれあいまつりと抱き合わせ開催） 

７．今後の予定 

次月班長会 7月 4日（土）19時 

上志津原たより 
2020年 7月 1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 

■あじさい 
ふれあい通りには、四季折々の見

どころがあります。6-7 月ははら公園

の「あじさい」が見頃を迎えています。

掲載の写真は 2013年 6月 23日

に撮影したものです。あじさいは観賞

期間が長いので、道行く人を長い期

間楽しませてくれます。 

漢字では「紫陽花」と書きますが、実は平安時代の誤用がきっかけだった

ようです。雰囲気あるので仕方ないと思います。気になる方は調べてみて下

さい。色々な発見がありますよ。また、万葉集に和歌 2首が収められており、

古くから親しまれていたことがわかっています。（広報） 

●巻第四 773番 大伴家持 

言問はぬ 木すら味狭藍 諸弟らが 練りの村戸に あざむかえけり 

●巻第二十 4448番 橘諸兄 

安治佐為の 八重咲くごとく 八つ代にを いませ我が背子 見つつ偲ばむ 

■学校 再開 
緊急事態宣言が解除された翌日から、5 月 26 日より少人数学習支援

（小学校では地区を 2 つに分け 1 日おきに登校）として再開し、6 月 15

日からは通常登校となり、待望の『給食』が再開。再開直後は友達に会える

喜びが伝わってきましたが、数日経過すると何処となく疲労感があるように見

えました。自宅学習はありましたが、お休みの期間が半端無く長かったですか

ら、別の意味で日常が戻るには少し時間が必要なのでしょう。学校でも子供

達の様子に気を配って頂いているようです。また、学業の遅れを取り戻すべく

校内行事の縮小や中止、夏休みの活用などが検討され、南小では夏休み

が8月８日（土）から8月2３日（日）までの2週間の予定となります。

子供達には例年より短い分、充実した夏休みを過ごして欲しいと願います。

逆に考えると、登下校の見守りは暑い期間が例年より長くなります。スクール

ガードの皆さん、見守り頂いている皆さん、お身体いたわりつつ見守り活動へ

のご協力を宜しくお願い致します。（広報） 
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■クロスワード 
①→④の順に並べて読むと 

ある言葉になります。 

さぁ、皆で考えよう！ 

■編集後記 
6 月班長会や子供達の登校が再開し、相変わらずの緊張感の中で徐々に

気持ちが和らいでいく。今号もまた過去に撮りためた写真から記事に合わせて
持ち出してみた。一日も早く以前のような活況が戻る事を願う。子供達の笑
顔、それを見守る笑顔。上志津原に笑顔の連鎖を取り戻したい。（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。 

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。 

是非とも子供会へのご協力をお願い致します。 

５月の収益は 12,790円でした。ご協力ありがとうございました！！ 

ヒントだモン。各項目

は「ファンタジー・キャラ

クター」の名前だよ。 

■まちづくり委員会 
前号では、まちづくり委員会発足の経緯について、中山さん、萩庭さんから

当時のお話しをお聞かせ頂きました。記事に載せきれないほど沢山のお話が

あり、発足後のお話しも頂戴していましたので、今号では、その後のまちづくり

委員会の活動についてご紹介させて頂こうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり委員会は、自分達に出来そうな事を募って 2008 年に発足し、

それぞれの目的に応じた部会をおき活動を開始しました。年々、活動範囲が

広がるとともにご協力頂ける方も徐々に増えてきました。ご興味のある方、お

時間のある方は是非ご協力をお願い致します。また、班長会では対応し辛

い宅地開発における諸問題への対応、新規入居者向けの説明会、など必

要に応じて町会のサポートを行っています。「行政相談会」の運営サポートも

行っており、多くの方にご利用頂いています。 

部会 主な活動 

ふれあいどおり部会 遊歩道の安全・美化活動。街灯の照明障害になって

いる枝葉・桜の天狗巣病枝を切除、各地の花壇造

り。彼岸花百万本計画を推進しています。 

踊り部会 

（舞友会） 

町盆踊り大会を踊りで盛り上げるために結成。揃いの

浴衣が凛として鮮やかに映える。盆踊り大会前には一

般の練習会を開催しています。 

櫓太鼓部会 

（鼓響会） 

世襲のように代々受け継がれてきた上志津原の櫓太

鼓、部会発足を機に後世に残すべく新部員を加え活

動を開始。 

おはよう部会 朝のラジオ体操を通じたふれあい作り。毎朝 6：30

からふれあい公園にて活動中。 

パソコン部会 ホームページ「ようこそ！わが町上志津原」を運営。 

毎週火曜日に「パソコンサロン」を開講中。 

イベント部会 子供達の楽しい思い出づくりや、心ときめくふれあい作

りを目的としたイベントを企画運営。親子ふれあいキャ

ンプ、子供神輿、櫓設営・解体の指導、ハロウィンパ

ーティー、餅つき大会、桜・銀杏ライトアップ、鯉のぼり

など。ほか、盆踊り大会、大運動会など町会行事をサ

ポート。 

公園清掃ボランティア 市の委託を受けて、町内 5 ヶ所の公園の清掃を行っ

ています。（はら公園は双葉会が担当） 

はら雀塾 

（健康麻雀） 

指先感覚、脳トレによる健康促進を目的として活動

中。経験不要、楽しく健康を維持。 

はらトピア体操会 

（健康体操） 

健康の維持管理を目的として、無理のない運動の継

続をサポートする。 

まちづくり委員会には月例会（毎月第3土曜日）があり、各部会、班長

会から町会長と総務、各委員会(*1)など協力団体が参加し、行事の準備

や運営についての相談や協力依頼などの連携を行っています。新型コロナウ

イルス感染拡大により月例会を中止していましたが、自粛解除を受け活動を

再開しました。各部会の活動も順次通常活動となる見込みです。また皆さ

んと一緒に活動できる事を楽しみにしています。（広報・総務） 

(*1) 委員会は、まちづくり委員会のほかに、自治会館運営委員会、グランド

運営委員会、防災防犯委員会があり、町会活動を支えて頂いています。 

まちづくり委員会月例会の様子 

季節的には、「踊り部会」「櫓太鼓部会」を取り上げてご紹介したいところでし

たが、新型コロナウイルスの感染拡大により盆踊り大会が中止となりましたの

で、別の機会にご紹介できればと思います。今号では「ふれあいどおり部会」

を取り上げて、活動内容、活動の雰囲気などをお伝えできればと思います。 

■ふれあいどおり部会 
ふれあいどおり部会をけん引する方々がおら

れます。部長の松田肇さん、佐藤恒文さん、

奈良忠治さんです。ふれあい通りを散歩して

いると作業しているところを良く見かけます。こ

の御三方があまりにも精力的に活動されるの

で、ついつい協力したくなる。そんなお人好し

なメンバが集まってワイワイと楽しく野良仕事 

を行っています。ふれあい通りの花壇、季節の草花を楽しめるように選定を工

夫しているようです。ほぼ草花の無い冬場でも寒さに強い植物を選んで綺麗

に整え植え込まれており、殺風景な季節を楽しませてくれています。ふれあい

通りは子供達の通学路になっています。自然豊かなこの町は時には害虫が

湧く事もあります。率先して対応してくれるのも部会のメンバです。ひとりの保

護者として感謝しています。（危険な害虫の場合は市役所に連絡して専門

家に対応してもらっています） 

彼岸花百万本計画はご存

じでしょうか。若い方々には彼

岸花自体はあまり知られていな

かったと思います。しかし今年、

「鬼滅の刃」が大ヒットし、彼岸

花を知らない子供達はほぼい

ないのではないかと思います。も

しかしたら、ふれあい通りに青い 

彼岸花が咲いているかもしれない…ちょっとワクワクしますね。彼岸花は毎年

9月下旬から 10月上旬に見頃を迎えます。桜並木に負けず劣らず上志津

原の彼岸花はかなり知れわたっているようで、遠方からわざわざ写真を撮りに

訪れる方が増えています。彼岸花を増やすには球根を掘り起こして「分球」し

て別の場所に埋め戻す作業を行います。地味な作業ですが結構手間が掛

かります。「仕方ないなぁ、手伝っても良いよ。」と思う方は連絡頂けたら嬉し

いです。ところで今何万本でしょうか。 …数えられないらしいです。（広報） 

■新型コロナウイルスにかかったかなと思ったら 
佐倉市の対応をお知らせします。おかしいなと思ったら連絡して見ましょう。

詳しくは佐倉市のホームページを参照して下さい。 

http://www.city.sakura.lg.jp/0000027096.html 

どんな症状？ 

① 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱など強い症状の

いずれかがある 

② 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）、などの基礎疾

患があるかた、透析を受けているかた、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いてい

るかたで、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある 

③ ①および②以外のかたで 、発熱や咳など 比較的軽い風邪の症状が続く

（４日以上続く場合は必ず相談） 

 
何処へ連絡？ 

(1) 帰国者・接触者相談センター 印旛健康福祉センター 

平日午前 9時～午後 5時 電話 043-483-1466 

上記以外   電話 0570-200-613 

(2) 市内医療機関 

  直接訪問することはせず、電話連絡した上で受診して下さい 


