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■成年となる“あなた”にエールを       まちづくり委員会 萩庭一彦 
大人になるとは何を意味するのでしょう。生まれて20年がたったので「今日

からあなたは大人です」と言われてもピンとこない方も多いでしょう。立派な大
人とはどういうことでしょう、立派でないとはどういうことでしょう…。 
私が成人を迎えた日、どこかに出かけるわけでもなく、1 日家で過ごしてい

ました。成人式では「さぁ皆さん、あなたは今日から大人です。社会に役立つ
立派な大人になって下さい」と偉い方のお話しを聞くだけで、特におめでたい
気分にはなれないという思いでした。 
成人となり変わったことと言えば、飲酒と喫煙が許され、選挙権が与えら

れ、馬券が買えるようになりました。罪を犯すと実名報道、住民税を払い、年
金を納める。親の同意なく結婚ができるようになり、携帯電話の購入やアパ
ートを借りるなど契約行為が出来るようになった。 
人並み以上に良い教育を受けたにも関わらず犯罪に手を染める大人もい

る。マナーを気にも留めない大人がいる。世界には戦争で多くの命が失われ
ている地域があり、使用される武器を作って儲けている大人がいる。高齢者
から金品をだまし取る大人もいる。子供たちの方が、赤信号で真面目に止ま
り、挨拶もでき、順番を守ろうとする。残念ながら大人の世界は美しいことや
楽しいことばかりではありません。必要なものや欲しいもののためにお金の心配
は尽きず、悩みの種も尽きません。苦悩しながらも働くことの大変さや家族を
守ることの大変さを知り、家族のためや社会のために頑張っている大人が大
勢います。惑わされるな、大切なものを見失わないで欲しい。 

成人を迎えたこの機会に自分自身の未来の年表を書いてみませんか。 
25 歳のあなたはどんな仕事をしているのか、30 歳のあなたはどのような家庭
を築いているのか。35 歳…、40 歳…というふうに。あなたが描いたその年表
には、嫌なことが書かれる筈もなく、明るい未来が描かれていることでしょう。そ
こには想像した未来に向かい一歩ずつ歩もうとするあなたがいます。誰かに急
かされる訳でもなく、将来の希望を実現するためにきっとあなたは頑張るでしょ
う。でも、頑張り過ぎないで下さいね。上手くいかなければ修正すれば良いの
です。汗をかき、恥をかき、一生懸命に生きているあなたはそれだけで充分に
価値があり、何ものにも代え難い存在なのです。 

成人を迎えたあなたに２つのお願いがあります。 
１つ目は、募金箱を見かけたら１円。1年に 1度でも良いので募金をしまし
ょう。2 つ目は、ゴミを拾う。これも 1 年に 1 度でも良いので落ちているゴミを
見つけたら拾ってゴミ箱へ捨てましょう。ほんの些細な行動ですが、躊躇なくそ
れが出来る大人になって欲しいと願います。 
この町、この国、この世界を担うのは”あなた”です。皆、あなたを応援したいと
思い、皆があなたにエールを送るでしょう。 
「フレー フレー あ ・ な ・ た」 
あなたのご活躍を心からお祈り申し上げます。 

謹賀新年 
■町会長新年の挨拶 
■班長会（12月 5日） 
■成人となる“あなた”にエールを 
■安否確認訓練 
■認知症声掛け訓練 

■班長会（12月 5日） 
１．町会長挨拶（中野町会長） 
 コロナ禍以前、健康体操では園児との交流がありましたが、暫く途絶えてい
ます。公園に遊びに見えた時、こちらを覚えていて挨拶をしてくれました。挨拶
を通して通う心があり、あらためて「挨拶」の大切さを感じました。皆さんも大
切にして頂きたいと思います。 
２．子供会からのお知らせ（北原会長） 
 いつもご協力ありがとうございます。12月 20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。子供会バス
遠足は代替行事を検討していましたが、残念ですが中止を決定しました。6
年生を送る会は 3月 25日に行う予定です。 
３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 
公園清掃は 12 月より冬休み期間に入りました。銀杏並木のライトアップを
行っています。もうそろそろお仕舞いです。体操会・はらじゃん塾は引き続き感
染防止対策を徹底しつつ開催しています。本日(12/5)、認知症サポーター
養成講座を開催しています。12 月 19 日（土）に認知症高齢者声掛け
訓練を行う予定です。 
４．防災防犯委員会（見上会長） 
 防災防犯パトロールは引き続き感染防止対策を徹底しつつ行っています。
明日(12/6)、安否確認訓練を行います。班長さんには掲示状況の確認を
行って頂きますので、宜しくお願い致します。 
５．会館・ふれあい通りの清掃当番など 
 清掃当番表に従って対応をお願いします。土のうの不法投棄がありまし
た。放射能のリスクがあり出元不明の土のうは回収して貰えませんので現時
点では放置状態です。もし投棄しているところを見かけたら気付かれないよう
に写真を取って警察や市へ通報しましょう。相手の素性がわかりませんので
安易に声かけなどしないようにお願いします。 
６．新年会準備状況について 
 感染数増加傾向やインフルエンザの流行予測など、新年会開催に不安が
あり、11月班長会で中止を決定しています。 
７．その他 
町会長：自治会館の改修工事が始まりました。トイレの使用と公園内の廃
棄用コンテナを設置しますので、注意して下さい。 
副会長：街灯修理の要望を提出していますが、市から対応には時間がかか
るとの連絡が入っています。コロナ禍で不審者情報が激減していますが、最
近耳にするようになりました。皆さんも警戒して下さい。掲示版の掲示物が一
杯になっている。掲示期間内ではあるものの古いものは外して新しい掲示が
貼れるようにします。 
会計：歳末たすけあい募金、ご協力お願い致します。町会費など未提出の
方は会計までお願いします。 
広報：はらたよりの各戸配布をお願いします。 
8．今後の予定 
次月班長会 1月 9日（土）19時 
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■2021新年の挨拶 「新たなふみだし」   上志津原町会 中野 勇 
新年明けましておめでとうございます。上志津原町会の皆様方にはお元

気で新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 
新しい年を迎えるということは、私の人生にとって常に希望に満ちた心ワク

ワクするということと同義語と捉えています。2021 年という年がどういう年にな
るか予断を許さない現実を目の前にしても、希望を抱く事に変わりはありませ
ん。私たちは来るべき将来にいつでも光明を見ているはずです。新たな日々
の始まりに、暖かな日差しのもとでのスポーツ大会、ひときわ賑わう心躍る盆
踊り大会、対抗心むき出しに躍動する運動会、ふれあいに溢れた数々の行
事が思い出されます。 
昨年を振り返れば、班長会では３密回避のための苦肉の策として、班長

さんへの連絡文書と回覧資料の配布に代替。手指の消毒、間隔空けて手
渡す資料、口頭での連絡事項にも緊張感が見て取れました。会議体での
班長会を再開する際にはどのように感染拡大を防止するか知恵を出し合い
ました。マスク越しではあるが回を重ねるごとに班長さん同士の顔も知り合
い、活発な意見が飛び交うようになりました。9 月の幹線道路清掃は、久し
ぶりに各班単位での作業、班長の皆さんにも明るい笑顔が見られ健康であ
ることへの感謝が窺えました。10 月のハロウィーンパーティーは、学校生活の
大きな変化を余儀なくされた子供たちになんとか楽しんでもらおうと、まちづくり
委員会が精いっぱいに企画しました。11月の自治会館大掃除は今年度初
めての班長さん総出の作業、密着を避けたふれあいの場に笑顔が飛び交い 

「こんなことでも楽しめるんだ」と感じたひとコマでした。 

更に、こんな時だからこその防犯防災連絡会。集合住宅に居住する方々へ
の回覧板配布開始。また、懸案事項だった安否確認のための“手ぬぐい”と
訓練の実施。防犯パトロールは一時、3 密を指摘されたパトロールのやり方
について検討し、改善策を講じ再開できたことは、防犯活動に対する町会
員皆様の関心の高さが感じられ、パトロール参加者同士襟を正さねばと思う
と共に、パトロール活動への参加者がもっと増えることに「期待が持てるな！」
と感じた次第です。（――ご協力よろしくお願いします） 
行事中止の決断は各担当役員さん方に様々な葛藤を生み、また、町会

員の皆様には戸惑いや落胆などご期待に副えずお詫び申し上げます。ただそ
うした中で、やれそうなことをなんとかできるように模索・準備に奔走し実行へ
と持ち込んでいただいた総務はじめ有志の皆さん、そのご努力には頭が下が
ります。本当にありがとうございました。大人数が集まる行事が実施出来なか
ったことは大変残念に思いますが、こうした状況下での町会運営について、
見方を変えたやり方を様々に展開できたことはひとつの光明と言えるのではな
いでしょうか。ウィズコロナと言われます。中止するも実施するも非常な決断が
必要な中で、顧みると私たちには思った以上の事が出来たようです。 
新しい年だけに留まらず、私たちは新しい未来に向けて常に前進すること

が出来そうです。上志津原町会員の皆様と共に引き続き慎重かつ大胆に、
そして健康第一をモットーに新しい年に踏み出しましょう。 
本年も宜しくお願い申し上げます。 

2021年 1月に成人を迎える方： 
2000年４月２日から 2001年４月１日生まれの方 
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■クロスワード 
千葉県の市町村名だよ 
2 度使いもありです。新型
コロナに始まり、私達の生
活が一変した 2020 年が
終わり、新たに2021年が
始まりました。答えのヒント
は「新年を迎えることがで
き嬉しいです」という気持
ちを表す言葉で、良く年
賀状に書いてあります。英
語では、 
Happy New Year. 
ということでしょうか。お分か
りですよね。（はらモン） 

■編集後記 
文字サイズを少し大きくして欲しいとの意見を頂きました。今号は出来るだけ
多くの記事を掲載したく、サイズ変更を見送っています。次号以降に持ち越
して検討します。引き続きご意見をお待ちしております。（広報） 

■子供会からのお願い 
資源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 
・アルミ缶は 9時に「はらトピア」   
（スチール缶とビンは回収できませんので入れない様にお願いします） 

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。 
11月の収益は 11,350円でした。ご協力ありがとうございました！！ 

■自治会館改修工事 
 コロナ禍の影響もあり、予定した工事は少し遅れて 12 月より開始しまし
た。改修内容の①照明の LED 化、②旧式空調機器の入替え、③トイレの
洋式化とバリアフリー化のうち、①②は昨年中に工事を終え、③も間もなく終
える予定とのことです。工事の期間中はお部屋やトイレの利用制限がありご 

不便をお掛けしていました。もう暫くお待ち
ください。なお、トイレは段差のあるタイル
張りの床から、中央の共用トイレのように
段差のない木床に変わります。完成が待
遠しいです。トイレ掃除のやり方を見直さ
ないといけないですね。（広報） 

■安否確認訓練 
例年であれば 12月に防災フェスタと称して防災訓練と餅つき大会を行って
いますが、コロナ禍のため例年通りの開催を見送り、この状況下で出来る事
を検討しました。東日本大震災以降、規模は様々ですが全国各地で安否
確認訓練が行われています。町会でも検討テーマに上がっていましたが、防
災訓練と同時に行うことは難しいとして見送っていました。安否確認訓練は
3 密を回避しつつ行う事ができます。「今だからこそやってみよう」ということにな
り準備を始めました。 
【安否確認訓練の概要】 
１．安否確認用タグ（目印）の配布 
全世帯に配布、以後は各自で保管して頂く。 

２．安否確認用タグ（目印）の掲示 
訓練実施日に支援が不要な場合にタグ（目印）を掲示、これが大丈夫
のサインとなります。 

３．安否確認用タグ（目印）の確認 
班長又は有志の方が訓練実施日に掲示されたタグ（目印）を確認、は
らトピア対策本部まで結果を報告して頂く。 

訓練ではここまでですが、災害時には次の行動を行って頂きたいと思います。 
タグの掲示が無い＝支援が必要な可能性があると認識できますので、掲示
が無いお宅への声掛けをお願いします。問題が無ければそれでよしです。 
安否の確認が取れていない、支援が必要なお宅を対策本部で把握し継

続的な確認や支援などを行います。大災害においては、全ての方が大きな
混乱の中にあると思います。シナリオ通りの動きは出来ないだろうと思います。
それでも 1 人の命が救われる（かもしれない）のであれば無駄な訓練では
無いと、皆さんの協力があればもっと多くの命が救われる（かもしれない）と
思っています。 

11月28日（土）から安否確認
用タグ（目印）を班長さん経由
で各世帯へ配布頂きました。訓練
後は各ご家庭での保管をお願いし
ています。こういうものは何処にしま 

ったか忘れてしまうので、玄関の目に留まる場所での保管が良いと思います。 
さて、12 月 6 日（日）安否確認訓練当日、班内のタグの掲示状況の

確認を終えて、班長さんが本部へ報告に集まってきました。班長さんからの
報告をお聞きするにつれ、我々の予測を超える皆さんの関心の高さに驚きが
増して行きました。掲示の方法も、ハンガーを使った掲示、のぼり風の掲示、
壁にテープで貼った掲示など様々でした。単に参加されただけでなく、皆さん
が多くのことを考え、様々な工夫をして頂いたことが凄く伝わってきました。地
区ごとの集計結果は次の通りでした。統計数字に一喜一憂する訳ではあり
ませんが、継続的に変化をモニタしつつ、次回以降に活かせればと思います。 

地区 世帯数 掲示あり なし あり％ 

南地区 187 140 47 75% 

西地区 248 172 76 69% 

東地区 296 150 146 51% 

集合住宅 130 35 95 27% 

合計 861 497 364 58% 

ご協力頂きました皆さん、本当にありがとうございました。仕事やご家庭の
都合で今回は参加頂けなかった皆さんは是非次回にご協力をお願い致しま
す。訓練を通じて、幾つかの課題も見えました。安否確認が定着するように
今後も継続的に訓練を行う予定です。回を重ねる毎に課題を解消し、より
良い訓練となるよう見直しを行っていきますので、ご協力をお願い致します。
（防災防犯委員会） 

■認知症声掛け訓練 
 認知症声掛け訓練の様子をお知らせする前に「認知症」の現状について
理解を深める必要を感じます。認知症は病気の名前ではありません。症状
や状態をあらわす総称で、①アルツハイマー型認知症（67.6%）、②血管
性認知症（19.5%）、③レビー小体型認知症（4.3%）主に３つのタイ
プがあります。2020 年、軽度認知障害を含め全国で 600 万人（人口比
率 5%）を超え、更に増加傾向にあります。認知症が進行する最大の要因
は加齢ですが、内分泌・代謝性中毒性疾患や感染症疾患など病気が要因
となることがあります。また、65歳未満の若年性認知症の方が約4万人で1
万人あたり3.3人となっています。現代の日本は超高齢化社会にあり、無視
できない現実であると理解することが最も重要と思います。介護経験のある
方とない方では感じ方も感じる大きさも異なると思います。是非この機会に
少しずつ理解を深めて頂けたらと思います。 
重度の方を除き、認知症だからと云って社会から隔離されている訳ではあり
ません。ご家族や介護サービスのサポートを受け私達と変わらず社会の一員
として暮らしています。子どもたちの迷子と同じ様に道に迷うことがあります。子
どもが不安そうな表情でうつむいていたら迷わず声を掛けるでしょう。高齢者
の場合はどうでしょうか。ハッキリと「あれ、おかしいな」と見える場合は迷わず
声掛けされると思いますが、そうでない場合は声掛けを躊躇されると思いま
す。なぜ、声掛け訓練が必要なのでしょうか。2017 年の統計ですが、認知
症による行方不明者数は全国で 15,761 人（警察に届けのあった人数）
でした。内、所在が確認出来た方が 96.2%、死亡・不明の方が 3.8%で
595 人でした。夏であれば熱中症や脱水症、冬であれば低体温症など発
見が早ければ助かった命が含まれています。前述の通り、声掛けを躊躇する
事があると思います。思い切って声掛けをしても「大丈夫です」や「なんです
か！」と予想外の反応だと深追いし辛くなります。声掛けにはコツがあるようで
す。12月 5日（土）認知症声掛け講座、12月 19日（土）認知症声 

掛け訓練では、認知症の方の行動
や言語の特徴、声の掛け方を学び
ました。認知症の方を模した役者を
通りに配置して、実際に声掛けをや
ってみる訓練を行いました。一度体
験してみると不安な気持ちは払拭さ
れました。この訓練は定期的に開催
したいと思いますので、機会があれば
是非参加して頂けたらと思います。
（まちづくり） 

 

■ふれあい通りの花壇 
 12月４日（金）ふれあいどお
りの花壇の植替えが行われまし
た。冬季は華やかな色合いが薄
らぐ季節、花壇の色とりどりの草
花がより一層引き立って見えま
す。写真はバス停付近の花壇の
様子です。ここの絵柄は五輪の 
シンボルが採用されています。新型コロナの感染状況は芳しく無く、五輪開
催は不透明な状況ですが、この五輪の絵柄を見て、無事に開催出来ること
を願い、また、感染拡大防止に努め一日も早く日常が戻ることを願いまし
た。朝晩の寒さが一段と厳しくなりましたが、足元の草花を眺めながら、差し
込む日差しの温もりを感じました。散歩やジョギングの途中、足を止め一呼
吸はいかがでしょうか。花壇の整備は、まちづくり委員会ふれあいどおり部会の
皆さんが行って下さっています。当部会では一緒に活動する仲間を募集して
います。お気軽にお声掛け下さい。（広報） 


