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■大運動会 中止 
8 月 23 日、臨時役員会を開催し、10 月 11 日（日）予定の上志津

原町会「大運動会」の開催について、中止の方向で調整することが決定しま

した。（9 月班長会で正式決定） 自粛要請の段階的な解除を受け、ス

ポーツ競技や文化行事など大規模イベントが再開され、全国的にも各行事

の再開機運が高まる状況に向っておりましたが、７月～８月にかけ第２波と

形容されるほどの感染拡大状況に至り、運動会実施における感染防止対

策の遵守が困難であるとの判断です。盆踊り大会に続き、町会二大行事が

中止となり大変残念に思うところでありますが、ご理解下さいますようお願い

申し上げます。  （運動会実行委員会） 

コロナ禍により、

全国的にお祭りや

運動会が中止に

追い込まれまし

た。屋外行事で 

あり、夜の飲食を伴わない行事であることから開催への期待が高まっていまし

た。6月末より始まった感染拡大は 8月になり連日のように最大数を更新す

る状況に悪化しており、開催に対する不安が募っていました。8月23日の臨

時役員会では異論の余地なく中止が即決しました。開催に向けた準備を進

めていた実行委員の皆さんにとっては、急に梯子を外された気持であったと思

いましたが、切り替えて中止へ向けた準備を行って頂きました。お疲れ様でし

た。来年は何事もなく開催できることを願います。（広報） 
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■班長会（8月 1日） 
１．町会長挨拶（中野町会長） 

 町会関係団体を含め徐々に行事の再開を進めてきました。最近の感染

拡大傾向には悩まされます。スクールガードをしていて気付いた事がありまし

た。１年生や低学年の児童の中には、よそ見をしてフラフラする児童が目立

つのですが、登校班の班長さんがこれに気付いて声掛けし誘導している様子

がありました。偉いなと、良い子供達だなと思う１コマでした。 

今年の町会行事や班長会は例年と違う難しい運営が求められており、総

務や各委員会の方々が試行錯誤しつつ検討を進め、班長会へ報告してい

ますが、班長会ではこれらの考え方や目指す方向性について、皆さんの多様

な視点から見たご意見を頂きたいと考えています。 

２．子供会からのお知らせ（北原会長） 

 8 月 16 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。防災防犯連絡会に出席した際に、子供達の自

転車の乗り方が危険ではないかとの話がありました。学校へ相談し注意喚起

の資料を作成し、子供会回覧で周知する準備を進めています。また、現在

のところ保護者の登下校見守り活動が再開出来ていませんので、出来る時

だけですが子供会役員が交代で見守り活動を行っています。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長、佐藤委員） 

 悩み事相談会、はらトピア体操会、はら雀塾、公園清掃を再開していま

す。親子ふれあいキャンプは中止とし、代替行事として「迷路＆肝試し」の開

催準備を進めています。盆踊り、キャンプとも中止となり、何も無い夏休み…

何か一つ楽しい思い出を届けたい。屋外の行事であるとは云え、一般的な

感染防止対策のほか、何か工夫できる事が無いか検討を深めているところで

す。また、新規感染の状況は良く無い傾向にあり、引き続き状況を見守りつ

つ準備を進めて行きます。会場設営、会場内での誘導係、ミニゲーム係な

ど、人手が必要となりますので班長さんのご協力をお願い致します。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

 ７月は長梅雨の影響でパトロールが殆ど出来ませんでした。これが影響し

ているのか分かりませんが、今日は４名と参加人数が少なくなっています。班

長の皆さんに是非ご協力をお願いしたい。宜しくお願い致します。また、次回

の防災防犯連絡会は９月６日を予定しています。 

５．会館・ふれあい通りの清掃当番など 

 当番表に従って対応をお願いします。９月６日の幹線道路清掃は予定

通りに実施する見込みです。 

６．運動会準備状況について 

 予定されている通り、１０月１１日の開催で準備を進めます。次月班長

会で回覧や準備状況のご案内を予定しています。 

７．その他 

 広報：はらたより 415号をお配りしました。各戸配布お願いします。 

 会計：愛の１円募金、未提出の方は会計までお願いします。 

8．今後の予定 

次月班長会 ９月５日（土）19時 
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おかしいなと思ったら先ずは連絡  何処へ？ 

(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 

■自転車の乗り方 
最近というか以前から変わらず話題に上がる「子供達の自転車の乗り方」

についてです。これは小学生に限っている事では無く、中学生・高校生にも共

通している話です。敢えて言えば大人も同じです。無灯火の殆どは大人で

す。自転車の乗り方で話題になるのは、子供達のことを心配してのことなの

で、注意される事があったら素直に乗り方を見つめ直して欲しいと思います。 

以前、自転車と歩行者の接触事故で、裁判の結果、自転車に乗ってい

た小学生の保護者に対し１千万円の賠償を命じる判決がありました。注目

して欲しいのは、裁判は学校ではなく保護者に対して行われていることです。

学校では児童に対し交通安全教室を開催しており、日頃から登下校時の

注意や帰宅後の自転車の乗り方について注意喚起を行っています。裁判と

なれば専門性の高い弁護士が対応するため、よほど学校に落ち度が無けれ

ば責任を問われる事はありません。子供の自転車の乗り方に責任を負うのは

保護者ということです。事故に遭う、事故を起こすことが無いように、あらため

てご家庭での注意喚起をお願い致します。また、車を運転される方にも同様

のお願いです。ご自身が加害者になる事が無いように、見通しの悪い交差点

は特に注意深く通過するように心掛けて対応をお願い致します。（総務） 

■夏到来（新生活様式と熱中症対策） 
８月１日、気象庁より関東甲信の梅雨明けが発表されました。８月の

梅雨明けは１３年ぶり、７月の台風発生がゼロ件は観測史上はじめてとの

こと。梅雨入りは６月１１日頃との発表でしたので、ほぼ２カ月間に渡る長

い梅雨模様で、九州地方をはじめ全国に豪雨災害をもたらしました。コロナ

禍にあって官・民とも人的支援の不足から復旧活動が捗らない状況が続き

ました。コロナ禍がこのような影響に及ぶとは思いもしませんでした。 

気象庁の発表で８月は猛

暑・酷暑と予想されていました

が、真夏の日差しが降り注ぎ

蒸し暑い日々が続きました。急

激な変化に身体がついて行け

ず、数日間はだるさとの戦いを

強いられました。コロナ禍によ

り、新生活様式の定着が進ん

でいますが、熱中症対策にも

変化が見られました。一般的な 

熱中症対策は、①暑さを避ける（涼しい服装、日傘や帽子、涼しい場

所）②こまめな水分補給（塩分補給も）③体力づくり（適度な運動、健

康管理）ですが、新生活様式のもと④暑い場所では無理せずマスクを外す

（十分な距離をあける）⑤エアコン使用中もこまめに換気（扇風機なども

活用）が求められました。いつもマスクを付けていましたので「マスクを外す」と

いうことに不安を感じました。暑い日に試しにマスクを外すてみたところ、確か

に効果がありました。ただ、人目が凄く気になり、人がいるところではマスクを付

けずには居られません。「外なので十分な距離をあけていればマスクを外して

も良いですよ」と云われても、刻まれた恐怖心は根深いと思いました。感染防

止として最も効果的なことは「人が密集する場所には行かない」という事で

す。コロナ禍はまだまだ続くと思われます。夏が終わり秋・冬となれば季節に合

わせた生活様式が必要になるでしょう。外出時は十分な距離が保てる場所

やお店を選んで行動するように努めましょう。1人 1人の行動が試されている

ように思います。諦めず頑張りましょう。（広報） 

提供：tenki.jp 

2019年の様子 
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■クロスワード 

■編集後記 
クロスワード、いかがでしょう。楽しんで頂けていますか。そろそろネタ切れ間近で
す。面白いアイデアがあれば教えて下さい。中止となった新企画「迷路＆肝試
し」をお伝え出来ず広報としてもとても残念でした。コロナ禍は当分続きますの
で、感染防止を怠らぬようお願い致します。（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。 

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。 

7月の収益は 11,700円でした。ご協力ありがとうございました！！ 

■「コロナ詐欺」「コロナデマ」にご注意 
 新型コロナウイルスが国内に広がりを見せた 3 月・4 月、マスクの供給不足

も相まって市中に不安が渦巻いていた頃、人々の心情を巧みに利用した「コ

ロナ詐欺」が国内に蔓延し、多くの被害が報告されました。コロナ禍の長期

化により良くも悪くも「コロナ詐欺」に対する警戒心・防御力が高まっている傾

向がでています。ただ、ニュースなどで大きく取り上げられていないだけで、変わ

らず被害は出ていますので、引き続き警戒を怠らないようにお願い致します。

最近のトレンドは、「給付金」です。お金の絡む旨い話は全部詐欺です。更

に勝手に賞品を送りつけてくる「悪徳商法」も急増しています。覚えのない賞

品が届いたら先ずは疑いましょう。 

おかしいなと思ったら迷わずに「消

費者ホットライン」へ相談しましょ

う。そして万一、被害にあってしま

ったら、こちらも迷わず警察へ相 

談しましょう。「コロナデマ」という言葉に聞き覚えはありますか。「コロナデマ」に

も色々あります。①根拠のない感染情報に基づいた特定の個人や団体・地

域を指定した誹謗中傷、②根拠無く効果があると云われる製品情報の拡

散。後者は「買占め」「高価転売」といった問題に発展しました。コロナ禍はこ

の先もどうなるか見通しが難しいです。万一に備えて日用品の「買い置き」は

しておいた方がよいと思います。（広報） 

①→⑦の順に並べて読む

とある言葉になります。読

み方は上下左右ありです。

さぁ、皆で考えよう！ 

ヒントだモン。 

各項目は「樹木・花木・果

樹の名称」の名称だよ。 

 

■まぼろしとなった「迷路＆肝試し」 
感染拡大が止まらない！ 8 月 8 日からの連休、続いてお盆休みと必然

的に人の動きも活発になる。新規感染者数は連休前から増加傾向にあり、

お盆休み明けに加速した。警戒を強める自治体はそれぞれに統一性のない

「〇〇宣言」を発するが、強制力を伴わない絵空事に終わってしまった。 

8 月 22 日・23 日、

短い夏休み最後の週

末、例年であれば「親子

ふれあいキャンプ」が開催

されている。今年は、コロ

ナ禍により夏の２大行

事「盆踊り大会」と「親

子ふれあいキャンプ」は

中止となりました。子供 

達も授業の遅れを取り戻すため夏休みの一部を返上して頑張っていた。この

ままでは何も無い夏休みで終わってしまう… 「何か一つ楽しい思い出を残し

たい！」と始まった新企画「迷路＆肝試し」はお披露目する機会なく中止と

なりました。この企画には多くの方に協力頂きました。迷路の設計や作り方の 

研究、ミニゲームや肝試しの内

容、そして何より感染防止と熱

中症の対策検討に多くの時間を

費やしていました。いくら考えても

心配ごとが尽きる事は無く、新規

感染者数が日々増加する状況

にあって、対策もより厳格な方向

へ見直すため規制事項が増える

ばかり… これで本当に楽しんで 

貰えるのか、疑問に感じてしまう状況でした。開催中止の判断に至る決定打

は、佐倉市内それも志津地区の感染状況の悪化により、不安感が急速に

広がったことが大きく影響しました。楽しみにして頂いた子供達やご協力頂い

た皆さんの思いに応える事ができず、本当に残念です。いつかこの企画はお

披露目したいと思います。コロナ禍が弱体化（願わくは終息）し、普通の風

邪と変わらない扱いとなる日が来る事を願います。（まちづくり） 

■まもなく「彼岸花」開花 
以前もご紹介しましたが、

この町には「彼岸花 100 万

本計画」なるものが進行して

いる。今年で 12 年目とのこ

と。詳しくはホームページ「よう

こそ！わが町 上志津原へ」

を参照下さい。季節の花々、

木々、果実などが沢山紹介

されています。「彼岸花」の開 

花時期はご存知でしょうか。上志津原では 9 月中旬から下旬です。現在、

群生地はふれあい通りの 8 ヶ所に広がっており、日当たりの加減などで少しず

つ見頃が変わります。その分、長く楽しめるようです。ご家族やご友人とゆっく

りと「ふれあい通りの彼岸花めぐり」というのはいかがでしょう。（広報） ■ふれあい通りの枝払い 
８月１日（土）、ふれ

あい部会の呼掛けで「ふれ

あい通りの枝払いを行いまし

た。場所は交差点から中央

フーズ方面。主な作業は①

街灯の照明障害となってい

る枝葉の切除、②見通しの

悪い枝葉や日差しを遮る枝

葉の除去、③枯れ枝の切

除です。落とした枝葉は１

ｍ程度に切断する作業を 

行いました。これが意外と重労働で…。昨年の台風被害の後も落ちた幹や

枝葉を切断し遊歩道からどかす作業を行いましたが、重労働だったことをすっ

かり忘れてしまっていました。また、関東も長い梅雨が明け、木陰とは云え、

強い日差しが差し込んできます。気持ち良い風が吹いてはいましたが、身体

を動かすと暑さが堪える日和でした。今年は６月～７月に掛けて長雨・大

雨が続き、全国各地で被害が出ました。ふれあい通りの並木は樹齢が嵩

み、強風などでの倒木が心配されています。私達には大がかりな手入れは出

来ませんが、出来る事を少しずつ積み重ねて安全で綺麗な「ふれあい通り」

の維持に努めたいと思います。 

ふれあい通り部会ではお手伝い頂ける仲間を募集しています。作業してい

る私達を見かけたら気軽にお声掛け下さい。（ふれあい部会） 

2019年の様子 

■今後の町会行事 
2020年度町会関係行事の状況に付いてまとめます。（総務） 


