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敬老の日特集！ 
お祝の言葉、感謝の言葉 

上志津原たより 
2020年 10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 

■敬老の日特集！ 
2020年 9月 21日（月）、敬老の日を迎えた。祝日法（国民の祝日

に関する法律）が改正され、2003年より 9月第 3月曜日が「敬老の日：

多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」となった。それ

以前は 9月 15日（固定）であった。残念な話であるが、近年、敬老会開

催を取りやめる自治体が全国的に増える傾向にあり、昨年、佐倉市でも開

催が取り止めとなりました。上志津原町会では多くの方にご協力を頂いて

「親子三代ふれあいまつり」を独自に開催し、町会行事として定着を図ろうと

していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催は中止とな

りました。ご高齢の方が対象となりますので代替行事も難しく残念です。 

田上 正敏 様 
この度、寄稿の依頼を受けて驚いています。私のような高齢者に？と
思いましたが、良い機会を頂いたと思いひと言。 私が上志津原に移り
住んだのは昭和 44年でした。今年で 51年目「昭和」「平成」「令和」
と年号も三代目を迎えました。地元の大勢の諸先輩の仲間入りをした
わけです。上志津原は進展しており、素晴らしい地域です。時の町会
長をはじめとして役員の方々が町会の数々の行事を行い、また福祉の
方々による催し物や双葉会の行事など、楽しい思い出が沢山脳裏に
浮かびます。今年は突然の新型コロナウイルスより、世界各地及び日
本で大混乱が生じています。私たちは感染しないように注意し「三蜜」
を守って生活していくしかありません。以前のように人と人との繋がりを大
切に楽しく暮らしていきたいです。 

庄司 安子 様     思い出話 
今夏は暑い毎日で、家では 36度でクーラーが無ければ生きていけな
い様です。それに、コロナウイルス・熱中症などで上志津原町会行事が
次々と中止になり、町会の皆様もさびしい思いをしている事と思いま
す。でも、原の町会の人々も少しずつ「何かしないと――」と、マスクを
して始めようと考えているようです。でも、まだまだコロナウイルスは出て
行かない様子、我慢がまん、もうすこし。 
そこで昨年の楽しい思い出話をちょっと。 
双葉会や踊り部会、スポーツ会の他、出来る限り参加して盆踊りの練
習をしたり、出店で焼きそばを食べたり、82歳の身体がへとへとになっ
ても苦にならず楽しい事ばかり。また、運動会は楽しく、幼児と一緒に
よちよちよろよろ走ったり、小中学生や町会の方々の競争の応援をし
たり、綱引きや玉入れをしたりその他数々。そしてお弁当を御馳走にな
り、役員の方々に大いに助けを借りて大変お世話になりました。それか
ら忘れてならないのは、わくわく体操会（はらトピア体操会）です。町
会外の講師の先生方にも来ていただき、いろいろ教わり、失敗したり間
違ったりで大笑いしたり、毎週の火曜日が待ち遠しいほどです。 
来年こそは全行事が無くなりませんように、こつこつとコロナの神様に

もう来ないようにお願いしましょう。皆様もお元気で。 

五ノ井 幸子 様       新型コロナウイルスの収束を願って！！ 
双葉会の会員として、ただいまの心境を書かせていただきました。新年
度にあたり新しい会長さん、役員さんを迎え総会を楽しみにしていまし
た。その矢先、新型コロナウイルスが猛威をふるい行事は全て中止にな
りました。このような事態が半年を過ぎましたが、自粛生活は未だに続
いております。私たちは毎日家の中で収束の日を待っております。毎月
行われている双葉会（月例会・誕生会）、カラオケ、ゲートボール、公
園清掃などの集いは、皆で顔を合わせ近況報告し合う貴重な場でも
あります。コロナも早く収束しますよう願って、再び楽しく談笑できる日が
来ることを祈って待ちましょう。 
双葉会は、地域の老人福祉向上のためと生きがいのある目標を持っ
て活動しております。何しろ高齢者の会ですので会員数が減少しつつ
あります。どうぞ「少し若い方」も地域の原動力として参加・加入してい
ただいて「双葉会」にお力を貸していただければと思います。 
コロナも消えてなくなりますように！！ 森 ひさ 様    敬老の日のお祝い 

国民の祝日、敬老の日は9月第3月曜日21日、佐倉市の場合、
高齢者に＜「ありがとう」を伝える集い＞を開催することが難しくなってき
たということです。老齢人口 31.1％、会場を確保すること、お世話をす
るボランティア団体（地区社会福祉協議会）の負担などがあげられま
す。 

9月は長月、「だんだん夜が長くなる」という意味があるそうです。今年
の日中の暑さはこれまでに例を見ない日々でした。昨年 2019 年 12
月 30 日に中国武漢市から発した新型コロナウイルスは一気に世界に
拡散、9月になっても収束のめどが立っておりません。 
学校は休校、今まで給食に頼っていた生活は一気に親の負担になり

生活を根底から狂わすことになりました。働き方もネット社会の方向に
進んでいます。新型コロナは社会の様式をまったく変えてしまいました。3
蜜（密閉、密接、密集）。 
マスク姿が今はファッションになりつつあります。田んぼのかかしだって今

年は黒いマスクをつけています。「これからどんな社会になるか不安じゃあ
りませんか」と電話、これ商売にするんですかね。 
新型コロナのお守り「あまびえ」、江戸時代疫病退散にご利益がある

と信じられていたそうです。新聞にも木像チェーンソーアートの写真が載っ
ていました。 
私たちのこれからの生き方の選択は「していただく」から、健康に留意

してボランティアで参加する傾向になると思います。 

「はらたより」も従来のように行事の様子を伝える事が出来ず、毎号紙面の

工夫に苦労していました。「敬老会も中止か…」と沈み込んだ雰囲気の中、

「敬老の日、特集したら」の一言でスイッチが入りました。確かに、「はらたより」

だからできる事があると気付きました。さっそく、双葉会と子供会に寄稿を依

頼、快く引き受けて下さいました。ご協力頂きました皆さん、ありがとうございま

した。今回の取材中、「云われてみれば会ってないな、いつからだろう？」とい

う話がありました。以前は電話で済ませていた話も、今は意図的に携帯の

TV電話を使って画面越しに元気な様子を伝えあっているとのこと。遠方に離

れて暮らす方は帰省もままならず、一段と思いが募っていることと思います。

私も「早く会いたい」、そう願う1人です。               （広報） 

祝 敬老の日 おめでとうございます！ 

じいじ、ばあばへ    
いつも かつやま に行ったら、おいしいごはんを
作ってくれてありがとう。海につれていってもらっ
て、つりをおしえてくれてありがとう。コロナでなか
なかあえないけど、コロナがおわったらあそんで
ね。 

      ２年 村山 開星 さん 

コロナウイルスでイベントも無くなり、みんな会
えないけど、ケガや病気に気をつけて元気に
暮らして下さい。 

        ３年 橘 やちる さん 

新潟のじじ、ばばへ   いつもお米ありがと
う。春休みも、ゴールデンウィークも、夏休
みも会いに行けませんでした。お正月、会
えるか分らないけど楽しみにしています。 

        ４年 佐藤 蒼馬 さん 

私のおじいちゃんとおばあちゃんへ 
おじいちゃんは、ボール投げや駒が得意で教えてくれま
す。なので、前より駒回しが長く出来るようになりました。 
おばあちゃんは、裁縫が得意で色んなものを作ってくれま
す。もうすぐ赤ちゃんが生まれるので、毛糸で小さな靴
下を作ってくれました。おばあちゃんのおかげで、私も裁
縫が好きになりました。これからも色んなことを教えてもら

いたいです。          6年 福田 栞菜 さん 

おばあちゃん。敬老の日、おめでとう。今は
なかなか会いに行けなくて寂しいけど、会え
た時はいつもやさしくしてくれてありがとう。次
会う時もたくさん遊ぼうね！ずっと元気でい
てね。 

   5年 北原 幸華さん 

おじいちゃん、ばあちゃん  いつもありがとう☆これから
も元気でいてね。 

               ２年 工藤 陽真 さん 
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■ふれあい通りの枝打ち その２ 
 9月 18日 22日、今年 2回目となる「ふれ

あい通りの枝打ち」を行いました。前回の 8 月

1 日は酷暑真っただ中でしたが、今日は秋が

近いと感じる心地よい風が吹いていました。 

前回は西コースでしたので、今回は南コース

です。南コースは距離が長いので２日間で予

定されている。はら公園をスタートし街灯周辺

の枝打ちを中心に歩みを進める。涼しくなった

とは云え重労働に変わりなく、あっという間に体

力を消耗した。休憩を挟みながらふれあい通り

南端のゴールを目指しました。気が付けば、足

元には咲き始めていた彼岸花が賑わいを増し 

ていました。見頃は 9 月末くらいでしょうか。行き

かう人達から「お疲れ様！」と激励の言葉、もう

ちょっと頑張ろう！という気持ちが湧く。それにし

ても一体何種類の木々があるのだろう…メジャ

ーな所で桜、銀杏、楓、松、まだまだある、今度

調べてみようかなと思う。疲労がピークを迎えた

頃、ゴールのふれあい通り最南端、彼岸花密生

地が見えてきた。最後の気力を振り絞り、街灯

を覆う枝を落とす。程無くして到着。しばし彼岸

花撮影会となった。お疲れ様でした。余談です

が、青い彼岸花はありませんでした。（広報） 

■クロスワード 

■編集後記 
敬老の日特集、いかがでしたでしょうか。行事をお伝え出来ない事はとても残念
ですが、「はらたより」ならできる事があるとヒラメキ、多くの方々にご協力を頂き、
発行に至る事ができました。このような時ですから次号以降も色々工夫してお
届けしたいと思います。また、久しぶりの町会行事「幹線道路清掃」ではハリキリ
過ぎたようで若干筋肉痛です。ありがとうございました。（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。 

8月の収益は 13,640円でした。ご協力ありがとうございました！！ 

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！  

ヒントは日本の祝日だ

モン！ 

 

■班長会（9月 5日） 
１．町会長挨拶（中野町会長） 

 窓を開ければコオロギの音が響きわたっている季節となりました。沖縄・九州

では台風被害が報告され、昨年の台風災害による夏場の停電は過酷でし

た。上志津原も災害とは無関係ではないとつくづく思い知らされたはずでした

が、1 年経過し何処となく気の緩みを感じました。関心を持ち続けることは難

しいことです。命を大切に思い、可能な限りの備えをお願い致します。 

２．子供会からのお知らせ（北原会長） 

 バス遠足について、11 月 30 日（月）に行う予定でしたが、授業参観の

開催が見送られる可能性があり、予定がたてられない状況です。またバス移

動など感染防止の対策を十分に確保できる見通しもたっておらず、例年通り

の開催は難しい状況にあります。ただ、何か楽しい思い出を残してあげたく、

内容を検討しているところです。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

 感染防止対策を行いつつ、悩み事相談会、はらトピア体操会、はら雀

塾、公園清掃を開催しています。親子ふれあいキャンプの代替行事として

「迷路＆肝試し」の開催準備を進めていましたが、感染拡大の影響もあり、

取りやめとしました。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

 毎週土曜日 18 時から防災防犯パトロール、参加協力をお願いします。9

月 6日（日）11時より防災防犯連絡会を行います。 

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。天候が微妙な場合は朝 7時に判断します。久

しぶりの町会行事ですので張りきって頑張りましょう。 

６．運動会準備状況について 

 感染拡大の状況をうけ、中止としました。ご寄付を頂いている方へ招待状

に変わり中止のお知らせを用意していますので、配布をお願いいたします。 

７．その他 

 町会長：はらトピア改修工事、年内に工事を行う予定で進めています。 

 広報：はらたより 416号をお配りしました。各戸配布お願いします。 

 8．今後の予定 

次月班長会 10月 3日（土）19時 

■幹線道路清掃（9月 6日） 
 どんよりした空模様。前日の班長

会でも雨天時の対応について心

配の声があり、微妙な天候の場合

の連絡方法を確認しました。当日

の早朝、予報では9時過ぎに雨が

降り出しそうな気配。本当に微妙

な天候になってしまった。関係者で

協議の結果、降雨時点で即時中

止とし、予定通りに開催を決定、 

班長さんへ連絡。今回は微妙な天候なので出足は不調と予想したが、

徐々に人手は増えてきた。毎回思うことだが、たとえ面倒に思われていたとし

ても、少なからず「協力しよう」「綺麗にしよう」と思っているから、貴重な休日

にも関わらず、これだけの人達が清掃作業に参加してくれているのだろうと思

う。本当にありがたいです。幹線道路清掃には子供会も参加しており、遊歩

道の西コース・南コースに分かれてゴミ拾いを行っていた。例年は上志津中学

生のボランティアも参加しますが、今年はコロナの影響もあり依頼を見合わせ

ました。春の幹線道路清掃を中止としたこともあり、例年より大変な作業とな

りましたが、手慣れた皆さんは手際も連携も良く 1 時間位で清掃作業を概

ね終了。みはる野へ降りる通りは清掃作業の難所で今年も苦戦。ご担当頂

いた皆さんには特に感謝です。見違えるほど綺麗になりました。ありがとうござ

いました。さて、ここからは裏方の出番、各所に点在するゴミ袋の回収がスタ

ートです。軽トラで 5～6 回分を無事に回収。最後の回収時にどしゃぶりの

雨。間に合って良かった。いや僅かに間に合っていない、ずぶ濡れです。これ

で回収作業が終了し、幹線道路清掃も終了となりました。ご協力頂きました

皆様、本当にお疲れ様でした。（広報） 

■GoTo トラベル 10月 1日 東京解禁 
夏休みを前に 7月 22日より GoTo キャンペーンが東京を除きスタートした

が、新型コロナウイルスの第２波の影響もあり、自粛ムードが先行し低調な

動き出しとなった。第２波のピークは 8月 10 日頃で、楽しいこと山盛りの夏

を直撃した。その後、皆さんの努力が実り、緩やかな下降線を描いています。 

10 月１日、GoTo トラベルの東京除外が解禁となることも有り、自粛ムー

ドが緩みつつあり、9月 19~22日の 4連休は全国の観光地で以前と同等

の賑わいを見せた。再び日常が戻る喜びと共に、やはり不安は残ります。今

一度新しい生活様式を確認して、「自分の身は自分で守る」ことを徹底し、

「楽しい生活」を取り戻しましょう。（広報） 

こまめに手洗い・手指の消毒 

こまめに換気 

ソーシャルディスタンス 

人混みでのマスク着用 

検温、健康チェック 

 

提供：Yahoo! JAPAN 

■ハロウィンパーティ、防災フェスタ 
10 月 25 日（日）ハロウィンパーティ、12 月 6 日（日）防災フェスタは

屋外での活動に見直し開催する予定です。コロナ禍のもと、出来ない事だら

けですが、今だからこそ出来る事を考えています。開催となりましたら、皆様の

ご協力を宜しくお願い致します。（総務） 

ハロウィンパーティ 

・屋外でのミニゲームを中心に盛り上がりたい 

防災フェスタ 

・屋内での講話、屋外での消火訓練は取り止め 

・災害時安否確認 訓練（初めての試み）を行う予定 

・餅つきと出店は取り止め 


