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■班長会（5月 1日） 
■強風に耐える鯉のぼり 
■彼岸花 株分け・植え付け 
■スポーツ大会 中止 
■ふれあい通りフォト自慢 募集 
■班長会各係より新年度ご挨拶 
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発行責任者：町会長 中野 勇 

■強風に耐える鯉のぼり 

 4月 10日、はら公園に気の早い鯉のぼりが登場して、3週間が経過した

5月4日・5日、強風に耐えた鯉のぼりのメンテナンスを行いました。昨年もで

したが、鯉のぼりシーズンはなぜか強風に見舞われます。ご自宅であれば天

気の悪い日は鯉のぼりを仕舞うのですが、はら公園の鯉のぼり達は過酷な天

候に負けず泳ぎ続けてきました。そのため、身体は傷だらけになっています。 

ロープに巻き付いてしまったもの、お腹が破れてしまったもの、木々に絡まっ 

てしまったもの、もう少しのあい

だ元気に泳いで欲しいということ

で有志が集まり、それらの救

助・補修を行いました。鯉のぼ

りたちは程良い風を受けて元気

を取り戻したように見えました。

さっそくちびっ子たちが集まって

来て賑わっていました。 

（まちづくり） 

■彼岸花 株分け・植え付け 

４月２５日（日）、ふれあい部会の皆さんにより、彼岸花の植え付け作

業が行われました。場所はバス停周辺の群生地、バス停から西に向け、ふれ

あい通りの左側でかなり広範囲です。見応えアップ、間違いないでしょう。 

植え付けに先立ち、4 月 22 日（土）に彼岸花の球根の掘り出しが行わ

れました。掘り出した球根を分球して、別の場所に植える事で彼岸花を増や 

す事ができます。2008 年より植え

付けがスタート、ふれあい部会の皆さ

んが10余年の歳月を掛けて現在に

至りました。近年は、彼岸花の群生

地として遠方からも多数の方が訪れ

るようになりました。わが町自慢の「ふ

れあい通り」、いつまでも大切にした

いですね。彼岸花の見頃は９月下

旬から 10月上旬の予定、待遠しい

です。（広報） 

■班長会（5月 1日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

 目まぐるしく天候が変わるこの頃です。コロナも変化が起きており、若い方の

重症化が懸念されています。お気をつけ下さい。自治会活動の支援を目的

とした佐倉市の自治振興交付金について、交付金申請の対象行事としてき

た盆踊りや運動会などの活動が行えるか見通せない状況にあります。コロナ

禍にあってどのような活動が出来るか、皆さんのご意見をお願い致します。 

２．子供会からのお知らせ（山本会長） 

 いつもご協力ありがとうございます。5月 16日（日）廃品回収を予定して

います。新入生歓迎会は中止としお祝いをお渡ししました。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

 悩み事相談会、はらじゃん塾、体操会は感染防止対策を徹底して活動

中ですが、今後の状況よっては見直します。彼岸花の植替えを行いました。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

 毎週土曜日 18 時からです。4 月 18 日（日）防災防犯連絡会を開

催、①佐倉市もワクチン接種の案内あり、②児童登校時、班の列が2列・3

列になるケースがあるので注意、③防災訓練は安否確認のほか家庭での備

蓄について啓蒙できないか、④災害時要支援者への対応は佐倉市や包括

支援センター、社協など協力団体と連携できないか、などの話がありました。 

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。 

 幹線道路・自治会館清掃 6月 6日（日）を予定しています。 

６．スポーツ大会 

 今年度は中止と決まりました。グランド草刈りも中止となります。 

７．盆踊り大会の準備状況  

 開催については感染拡大状況を見極めつつ判断します。 

８．その他  

広報：原たよりの各戸配布、お願い致します。 

会計：町会費、未納の班は 6月班長会で納付をお願い致します。 

町会長：1円玉募金、ご協力をお願い致します。 

９．今後の予定 

次月班長会 ６月５日（土）19時 

■スポーツ大会 中止 

春の恒例行事「スポーツ大会」、近年はグランドゴルフを開催していました

が、感染症拡大防止のため中止となりました。新年度の班長会で最初の行

事であり、班長会の親睦深める行事となるはずでしたが、残念です。先月、

町会長より「今まで通りに事業を行う事は規制が緩和されても世情として許

されない雰囲気がある。従来通りという概念は忘れ、新しく作り直すような気

持ちで、各係でどういうことが出来るか考えてほしい。」というお話がありまし

た。コロナ禍のもとでスポーツ大会をどの様に準備、運営すればよいか、経験

の少ない班長さんには難しい課題のように思えました。また、感染力の強い

変異株が流行しており、政府が示すガイドラインに沿って感染防止対策を行

ったとしても、不安の声が残る状況では開催が難しいのだと感じました。この

後、盆踊り大会、キャンプ、運動会などの行事を予定しています。開催する

為に様々な規制を加え、参加者の行動を制限して果して楽しんでもらえる

のだろうか、運営を担う者として不安が募ります。行事運営の経験があっても

難しい課題となりました。できない理由をあげるのは容易ですが、希望は捨て

ず時間の許す限り開催に向けた検討を行いたいと思います。（総務） 

 

 

  

広報からのお願いです。 

皆さんの携帯電話に「ふれあい通り」の素敵な写真が眠っていないでしょう

か。「ふれあい通り」は季節や時間帯、天候によって様々な表情が現れま

す。ほんの一瞬だけ現れる景観もあります。是非その 1 枚をご提供頂きた

く、ご協力をお願い致します。 

●いかにもふれあい通りらしい、ほのぼのとした 1枚 

●これが上志津原か、と驚きの絶景 1枚 

●目を疑うような奇跡の瞬間 1枚 

などなど。ありふれた景観と思っている 1 枚が、見る人によっては思いがけな

い 1枚になることもあります。まだ見たことの無い「ふれあい通り」の色んな一

面を見てみたく、逸品に限らず、日常の 1 枚も是非投稿して頂けたらと思

います。皆様よりお預かりする 1枚は、原たよりやホームページでご紹介して

行きたいと思います。ご協力をお願い致します。 

 

投稿先： 

ようこそ！わが町上志津原へ  「井戸端会議」より投稿 
http://kamishizuhara.web.fc2.com/ 
（協力：まちづくり委員会パソコン部会） 

締切：6月末（一応の期限、1年中投稿可） 

 

投稿の際、次の情報を頂けると幸いです。 

①お名前  （愛称でも可です） 

②撮影年月日 （大体で構いません） 

③エピソード （あると嬉しいです 無しでも可） 

ふれあい通りフォト自慢 募集 

■新型コロナワクチン 

 2月 17日より医療従事者への先行接種が行われ、3～5月にかけ医療

従事者への本格的な接種が進みました。4月から高齢者向けの供給が開

始され、第 1～４クールは運用体制構築の意図もあり、小ロットの運用でし

たが、5月 10日週の第 5 クール以降は約 1万 3千回分の供給が始まりま

した。これにあわせ、全国で高齢者向けの受付が開始されました。受付開始

時の混乱はあったものの、安定的な供給が保たれていたため、接種は順調に

進んでいる様子です。5月15日現在、1・２回目の接種を終えた方が400

万人で人口比 3.2%です。ここまではファイザー社製ワクチンのみの供給でし

たが、モデルナ社製ワクチンの供給が開始され、接種状況は加速的に増える

見込みです。一般への接種開始が待遠しいです。（広報） 
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■編集後記 
新年度班長会の紹介で使用する写真は 2回目となる 5月班長会の後
に撮影しました。1 回目の 4 月班長会ではぎこちなさを感じていましたが、
もうそんな事は感じることなく、和気あいあいと良い雰囲気を醸し出していま
した。まだまだ不明な事はあると思いますが、班長会としては良いスタートが
行えたのではないかと思います。コロナ禍のもと難しい状況が続きますが、
町の様子を少しでも多くお届けしたいと思います。（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。 
4月の収益は 16,8800円、ご協力ありがとうございました！！ 

副会長（西地区） 藤谷 良弘 

 今年度、道路・街灯を担当する副会長を担わせ

て頂きます。カーブミラー、通学路の危険箇所、道路

の凹凸、公道に出た垣根など皆さんが日頃、危険や

懸念を抱かれていることなどのご意見・ご要望などを、

班長さんを経由しお寄せ頂ければ案件ごとに対処

し、「安全・安心」なまちにしていきたいと思います。

何卒宜しくお願い申し上げます。 

2021年度班長会 各係よりご挨拶 

副会長（南地区） 吉田 勇 

 この度、会館・防災防犯の係を引き受けることにな

りました。先の見えない世情の中で色々の形で安全

安心が叫ばれる中、町会の発展に微力ながら寄与

できればと思っています。早くコロナがおさまり顔の見

える平常な生活が戻る事を願います。1 年間宜しく

お願い致します。 

広報 

松戸（大和台）,遠藤（原 2）,岩崎（東邦） 

 思い起こせば約 40 年前の「原たより」は、皆で輪転式の印刷機を廻し

て印刷を行っていました。しかも当時は白黒で紙質もあまり良いものではあ

りませんでした。それから時代は変わり、今ではパソコンで紙面を校正し、

カラー印刷に変わり、カラフルで綺麗な紙面をお届けできるようになりまし 

た。原の皆さんに楽しく読んで頂きたいという

気持ちは、昔も今も同じく、ず～っと変わっ

ていないと思っています。喜んで頂けるよう 1

年間努めて参りますので。皆さん、ご協力の

ほど宜しくお願い致します。（岩崎） 

左から 岩崎さん、遠藤さん、佐藤さん（総務広報担当）＊松戸さん欠席 

環境衛生・防災防犯 

伊藤（原１）,土田（吉野２）,長谷川（八紘苑下）,藤本（光ヶ丘） 

 1年間、4人で環境衛生・防災防犯を担当致します。自治会館と遊歩 

道の清掃や 6 月・9 月の幹線道

路清掃などの美化活動、また、防

災防犯パトロールや 6 月 12 月の

防災訓練などを担当します。不慣

れな点があるかと思いますが、皆で

協力して進めて参ります。お力添

え頂けますよう宜しくお願い致しま

す。（部長：伊藤） 
左から 藤本さん、長谷川さん、伊藤さん、土田さん 

副会長（東地区） 菅原 茂 

 私は上志津原に居を構えて、40 年が過ぎまし

た。町会役員は今回で 2 回目になります。前回の

時は、役員班長は 1 年で総入れ替えとなっていた

時代でして、＜大変な思い＞で引継ぎました。時が

過ぎ今となっては、貴重な体験をさせて貰ったとの思

いです。今回は「コロナ禍」真っただ中、只ただ、恙

無く一年が過ぎればと思っております。されどネガティ 

ブに考えても 1 年は 1 年 速く過ぎる事はありません。ここはポジティブに

淡々と役目をこなして行きたいと思っております。町会の皆々様には私の

力不足でご迷惑をお掛けする事もあるかと思いますのが何卒宜しくお願い

申し上げます。 

会計 

町田（南ヶ丘３）,越川（3・4組）,河野（南原１） 

 本年度、会計をつとめさせていただきます。

なにぶん初めての大任での班長役、且つ、

会計となりますため、ご迷惑をお掛けすること

があるかと存じます。皆様のご協力を頂きな

がら、3 人で力を合わせてつとめてまいります

ので、1 年間どうぞ宜しくお願い申し上げま

す。（河野） 左から 町田さん、越川さん、河野さん 

盆踊り・新年会 

仁井元（八紘苑上）,三浦（南原２）,田上（幸野） 

鈴木（栗林１）,伊原（1組）,佐々木（南ヶ丘１） 

明星（玉木２）,和氣（商店街）,武田（さくら台） 

 今期初めて班長になりましたので、わからない事や不慣れな点があるか

と思いますが、できる範囲で頑張ろうと思います。とは云え、1人で出来る 

事は少ないので、盆踊り・

新年会係の皆で力を合わ

せ、また、町会皆様のお力

をお借りして努めて参りま

す。1 年間、どうぞ宜しくお

願い致します。 

（部長：仁井元） 

スポーツ・運動会 

渡邊（南ヶ丘２）,延藤（5組）,阿部（2組東）,園城（栗林２） 

佐野（吉野１）,小谷野（7・8組）,高田（南中野１） 

石曽根（南中野２）,田中（9組） 

 部長をつとめさせていただく渡邊です。コロナ禍の影響でスポーツ大会が 

早々に中止となり、とても残

念です。運動会が開催できる

か現時点では判断できません

が、開催となりましたら、係一

同、力をあわせて全力で楽し

みたいと思います。1年間宜し

くお願い致します。 

（部長：渡邊） 

後列左から 三浦さん、武田さん、佐々木さん、仁井元さん 
前列左から 鈴木さん、田上さん、明星さん、伊原さん 

後列左から 田中さん、渡邊さん、佐野さん、園城さん 
前列左から 小谷野さん、阿部さん、延藤さん、石曽根さん 

■健康体操＆健康麻雀 

 コロナ禍の副産物として、健康や仕事、教育や子育てなどにおいて、従来

になかった様々な不安や懸念から生じる「コロナストレス」が社会問題となって

います。「ストレス」ですので、根本原因を取り除くか、発散するほかありませ

ん。前者は私たちでは太刀打ちできない大きな問題ですので、溜まりに溜まっ

たストレスを発散することに努めましょう。毎日繰り返される生活の中で、一つ

の小さな変化が「刺激」となります。散歩やランニングなど身体を動かすこと、

創作や観賞、調理や食事(要対策)など新しい事にチャレンジすることはスト

レスの発散に高い効果があります。 

まちづくり委員会では、健康体操と健康麻雀の活動を推進しています。

刻々と変化する感染状況に注意を払い、政府及び厚労省、佐倉市の指示

する感染防止対策を遵守して活動を継続しています。自由参加ですので、

ふらりとお立ち寄り頂いても大丈夫です。とは言え、人の集まる行動に心配や

懸念を持たれる方も多いと思います。是非、一度様子を見て頂き、ご確認

頂ければと思います。また、お気づきの点あれば、活動に反映して行きたいと

も思います。一日も早いコロナ禍の終息と皆様が健康であるようにと願ってお

ります。（まちづくり） 

健康体操 はらトピア体操会 

毎週火曜日 

はらトピア 

健康麻雀 はらじゃん塾 

毎週水曜日、第 2・4・5土曜日 

南ヶ丘集会所 

＊感染拡大の状況によっては、開催を休会する場合があります。 


