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■班長会（6月 5日） 
■盆踊り大会 中止 
■新班結成「芝原」 
■安否確認訓練（第 2回） 
■中志津 JOY（バスケットボール） 
■幹線道路清掃と自治会館大掃除 
 
 

上志津原たより 
2021年 07月 01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 

■盆踊り大会 中止 

 高齢者向けワクチン接種が進み、職域接種が開始されようとしており、感

染状況の鎮静化に期待が膨らむ状況です。地道な感染防止対策の効果

も有り、感染状況は改善の方向へ向かっていますが、リバウンドの懸念が強く

7月末の状況については、楽観視できないと判断しています。盆踊り大会は

町会2大行事で開催したいという気持ちは強く持っており、安全対策や内容

を大幅に変更しての代替開催など検討して参りました。例えば、入場制限、

飲食厳禁、やぐらなし、日中開催などなど。この町の盆踊りを知る方であれば

これら制約が如何に厳しく、形を変えた開催が如何に虚像と映るか容易に

想像できると思います。班長会では開催への思い、感染状況の共有を行

い、開催の是非について意見交換ののち決議を行いました。中止に対する

賛成多数で議決となり、今年度の開催は中止と確定しました。 

昨年に続き 2年連続の中止であり、寂しい気持ちが増してきます。青空の

もとそびえ立つ櫓、夜空に浮かぶ祝の提灯。ツインズの焼き鳥・焼きそば、社

協のイカ焼き・キャベツ焼き、子供会の縁日。鼓響会の太鼓、舞友会の踊 

り、子供神輿、大抽選会。個人的

には自慢の盆踊り大会。疲労感と

充実感に満たされた中で行う「打上

げ」が一番好きです。この気持は心

の奥に封印しておきます。晴れて皆

さんと集えることを願い、「来年こそ

は」と来たるその日を楽しみに感染

防止に努めることに致します。皆さん

もお身体大切に。（総務） 

■新班結成「芝原」 

 旧ダイナミックゴルフ練習場の跡地、広大な敷地に住宅が建ち始めました。

練習場に通い詰めた方々には、懐かしく思いを巡らせた方も多いと思いま

す。転入される方々は、人生の節目を迎え、新たな生活を始めるため、住み

慣れた町を離れこの地に住居を移されることになります。先住の私たちの多く

も、同じ思いであった事を思い出します。ようこそ！わが町 上志津原へ。 

 練習場跡地は全 14区画が用意されており、5月末時点で7世帯がご入

居又はご入居予定とのことです。町会加入について、まちづくり委員会より声

掛けをさせて頂き、5 月 29 日（土）にはらトピアにて新班結成に向けた意

見交換を行わせて頂きました。町会活動やまちづくり活動、班長の役割など

を一通り説明させていただきました。短い時間でしたので折に触れて補足する

ことや、ご不明な点があれば遠慮なく連絡して欲しい旨をお伝えしています。 

 班編成については、既存班に加えることも考慮しましたが、最終14世帯で

あることから新班結成で進めさせて頂き、ご賛同を頂きました。次に、班名と

班長さんを決めなければなりませんが、班長を快くお引受け頂ける方がおら

れ、6 月の班長会からご参加頂ける事になりました。班名の「芝原」について

はご入居の方からの発案で、この地の所縁をあらわすものでとても良いと満場

一致で決まりました。 

 新しい仲間が、大きな希望と不安を抱えてこの町で新たな生活を始めま

す。言わずもがな、先住の皆さん 暖かく見守り下さい。どうぞ宜しくお願い致

します。（まちづくり、総務） 

■班長会（6月 5日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

 本日議題が多い為、時短を優先し省略します。 

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。6月 20日（日）廃品回収を予定して

います。幹線道路清掃 32名の参加を予定しています。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

 鯉のぼりの掲揚は 5月いっぱいまで継続しました。ご寄付頂いている鯉のぼ

りの在庫が底をついており、来年以降どうするかが課題です。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。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

 防災防犯パトロールは毎週土曜日 18時から実施。6月 20日（日）、

防災防犯連絡会と春の防災訓練として安否確認訓練を予定しています。 

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。6月 6日（日）幹線道路・自

治会館清掃です。ご協力をお願い致します。 

６．盆踊り大会 

 ワクチン接種が開始されていますが、感染防止対策が継続しており、7 月

に劇的な改善が見込めていない状況を踏まえ、班長会にて協議を行いまし

た。協議の結果、賛成多数により今年度の中止が決定しました。 

7．新班「芝原」の結成 

 旧ダイナミックゴルフ場跡地の 14世帯について、5月 29日に意見交換会

を行わせていただき、新班「芝原」結成（西地区）となりました。本日 6 月

班長会より班長としてご参加頂いております。宜しくお願い致します。 

8．その他  

広報：原たよりの各戸配布、お願い致します。 

会計：町会費納付、経費支出あれば会計までお願い致します。   

９．今後の予定 

次月班長会 7月 3日（土）19時 

■安否確認訓練（第 2回） 

 6月 20日（日）、2回目となる安否確認訓練を行いました。ご協力あり

がとうございました。この訓練は万が一に備え、繰り返し行う事で習慣として

定着することを目指しています。訓練は、災害が発生したと仮定し、無事で 

あることをご近所や班長さん、近隣の方々

へお知らせ頂く目印を掲示頂くものです。

掲示の無い方は、もしかしたら救助や支援

が必要な状況ではないかというきっかけとな 

ります。「気付きが早ければ救われる命がある」という気持ちが大切です。皆さ

んに掲示して頂いた状況は班長さんに集計頂いて対策本部へ報告を頂い

ております。班長さんは 1年毎に変わりますので、この経験を繰り返す事で全

体的な防災意識が高まっていくものと期待しています。引き続きご協力お願

い致します。以下の表は班長さんに集計頂いた統計結果です。 

地区 世帯数 掲示あり ％ 2020/12 

南地区 213 65 31% 75% 

西地区 274 58 21% 69% 

東地区 301 56 19% 51% 

集合住宅 130 1 1% 27% 

合計 918 180 20% 58% 

各家庭のご都合もありますので、あくまでも参考値です。なお、第 2回訓練

のご案内が回覧のみで告知が十分でなかったことが結果に現れたと反省して

います。次回以降の告知方法については見直しを考えています。 

また、防災アンケートですが、143件のご協力を頂きました。詳細は回覧な

どであらためてご案内致しますが、ここでは一部をご報告いたします。「非常時

に持ち出すものを整理していますか」の問について、整理している・大体整理 

している方が 72％で、整理し

ていない方が 28％でした。非

常時に使用できる備品や備蓄

については概ね 80%前後とい

う結果でした。非常時持ち出し

や備蓄について、皆さんの意識 

が高いことが確認できました。その他では、設備・備品面で発電機や蓄電池

を備えているとの事例もありました。備蓄面ではマスクなど感染症への対策意

識が現れていまいた。ローリングストックを意識している方も居られました。 

今後更に浸透するように、持ち出すものの整理方法や備蓄の種類・運用

方法などご家庭での実例も加えてご紹介していきたいと思います。どうぞ宜し

くお願い致します。（防災防犯） 
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2021年 6月「防災アンケート」抽選及び景品について 
防災アンケートへのご協力、ありがとうございました。お礼として回答者全員

へお渡しできるものと特賞数点を検討しております。当選と引換については、

7 月班長会後の回覧と掲示板でご案内させて頂きます。回覧を見落とされ

た方は掲示板を確認頂くようお願い致します。なお。抽選券を無くされた場

合は無効となりますので大切に保管して下さい。（防災防犯） 
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 5 月 16 日（日）、佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井

市・富里市・酒々井町・栄町の 9 市町からなる印旛郡市ミニバスケットボー

ル連盟の印旛郡市春季大会が行われ、強豪「成田ボンバーズ」に敗れたも

のの大会ベスト 5 となり、上位大会「TOMIURA さざ波大会千葉県予選

会」への進出が決定しました。 「中志津 JOY MBC」は 20 余年前、下志

津小と南志津小の子ども達を中核に結成され、上志津原からも多くの子ども

達が参加しています。広く近隣小の希望者も受け入れています。スラムダンク

や黒子のバスケ、最近はあひるの空を愛読した私（筆者）、息子の同級生

がこのチームのメンバーで活躍していることを知りませんでした。5月末、「県大

会進出」と朗報が届きました。反省を踏まえ、早速、取材を申し入れてお話

をうかがうことにしました。「TOMIURA さざ波大会千葉県予選会」は 6 月

27日、7月 3・４日の 3日間で行われ、成績上位 2チームは関東大会で

ある「TOMIURA さざ波大会」へ進出するのですが、今年はコロナ禍により関

東大会の中止が決まっているそうです。続報として千葉県予選会での活躍を

お伝えできたら嬉しいです。取材に伺ったのは6月13日、前日まで県内58

チームが参加する「千葉県スポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会」が

行われていました。この大会でも見事に勝ち上がり決勝トーナメントに進出、

今大会で優勝した「ジュニアファイブ」に敗れましたがベスト 8 を獲得、実力は

「折り紙つき」ということのようです。強さの秘密をコーチにお聞きしました。 

 

 

 

 

 

技術的なコーチングはお手本となる教材が多数あり、近年では戦術的なコー

チングも充実しているようです。「楽しさ」を伝える、子ども達が楽しんでバスケ

ットに向き合う環境を作ることは容易なことではないと思います。子ども達 1

人1人の表情に気を配りモチベーションが上がるように声掛けを継続する。今

に至るまで 10年を要したそうです。ただただ凄いなと思いました。確かに練習

している子ども達は生き生きしているように見えます。「楽しむこと」それがこの

チームの根源であることが良く伝わってきました。 

るだけで凄く伝わると思います。特に女 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材の終わりに、保護者に子ども達の成長についてお話をうかがいました。

試合でも練習でも何か上手くいかないことがあると、子ども達は自主的に話

合いを始めるそうです。良かったこと、悪かったこと、どうすれば良いかを子ども

達が自分で考えて行動するようになった。バスケット以外でもそう云う行動が

見られ成長していると感じているそうです。子ども達は高学年になると自主

性や協調性が急速に伸びる時期にさしかかります。仲間と過ごす時間は本

当に大切なのだと取材を通じて感じました。ご興味のある方は、先ずは見学

から始めてみては如何でしょうか。実際に感じてみることが良いと思います。 

■編集後記 

盆踊り大会の中止が決まり残念ですが、新しい企画が進行中で今後が
楽しみです。ワクチン接種も加速的に進んでおり、あと少しの辛抱と期待が
増してきます。子ども達は間もなく夏休みに突入します。去年は何もない夏
休みでしたが、今年は思い出が作れそうかなと、今から楽しみにしていま
す。また、今号では新企画としてバスケットボールチームを紹介しました。今
後、野球・サッカーも紹介して行きたいと思いますのでご協力頂けると嬉し
いです。宜しくお願いします。（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時までに「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。 
収益は 4月分 10,150 円、5月分 16,880 円、6 月 13,730 円でし
た。ご協力ありがとうございました！！ 
＊424号で 4月分の掲載に誤りがありました。訂正致します。（広報） 

■幹線道路清掃と自治会館大掃除（6月 6日） 

 6月6日（日）、雨が降り出しそうな（いや降っていた）嫌な天気。天気

予報では清掃中は大丈夫そうだったので、途中降りだしてしまった場合はそ

の時点で終了することとし決行と判断。一部の班長さんからは問い合わせが

あったものの、その連絡が行き渡る前に、通りには清掃を開始する方々の姿

が見えていました。さすが、いつもご協力頂いている方々は要領がわかってい

らっしゃる。微妙な天気であったため、出だしは人数的に少ない印象でしたが

次第に増え、いつの間にか例年並みの人出になっていました。各持ち場から 

「おはようございます」とあいさ

つを交わす声が聞えて来まし

た。中には「久しぶりですね。」

という声も聞こえました。これ

もコロナ禍の影響なのかなと

…。参加者の手には草刈り

鎌やスコップなど、それぞれの

持ち場で必要になりそうな道

具を持ちよっており、作業は 

手際良く進んでいるようです。側溝のゴミを取り出す人、土嚢を寄せる人、袋

に詰める人、など役割分担が出来上がっている班もありました。それぞれ工夫

して頂いていることが良く分かりました。 

はら公園には子どたちが集合しています。子供会もこのタイミングに合わせて

美化活動を行っており、この日は 30 名程参加頂きました。例年であれば、

上志津中の生徒もボランティア参加頂いていますが、コロナ禍のおり参加を

見合わせて頂いています。中学生には自治会館の清掃もお手伝い頂いてい

ましたが、かなり中学生に頼っていたのだなと実感することになりました。 

 清掃作業は 1時間ほどで終了。この後は各地に置かれたゴミ袋の回収と 

自治会館清掃が始まり、軽トラに山盛

り積まれたゴミが回収されてきます。ゴミ

の種類でゴミ袋が異なりますので、中身

が異なる場合は詰め替えを行います。こ

れが地味に大変です。約半日の作業で

沢山のゴミ袋が回収できました。清掃活

動に参加頂きました皆さん、ご協力あり

がとうございました。（広報） 

 

中志津 JOY MBC 「印旛郡市春季大会 ベスト 5」 
第１回ＴＯＭＩＵＲＡさざ波大会 千葉県予選会 進出決定！ 

 

千葉県で一番良いチームにしたい！ 

子ども達には中学・高校、更に社会人へとステップアップして欲し
い。このチームはその踏み台としてバスケットの楽しさを伝えること
を大切にしている。バスケットを楽しんでやっている様子が皆さん
に伝わればそれが一番良いチーム。 福地コーチ 

2021ふれあい通りフォト自慢 募集中 
皆さんの携帯に眠る自慢の１枚を是非ご提供下さい。 

●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 

提出先：ようこそ！わが町上志津原へ 「井戸端会議室」へ投稿 

http://kamishizuhara.web.fc2.com/ 

投稿の際は次の情報を添えて頂けると幸いです。 

①お名前（愛称可） 

②撮影年月日（大体で） 

③エピソード（無しでも） 

原たよりやホームページでご紹介させて頂きます。 

主催：上志津原町会 広報  協力：まちづくり委員会 パソコン部会 

アップロードできる写真に制約がありました。 

サイズ：4MB以下（縮小加工が必要かも） 

フォーマット： GIF, PNG, JPEG, BMP 

「中志津 JOY」で検索   女子大歓迎 

●中志津 JOYMBC 公式ホームページ | モモンガネット 

●中志津 JOYMBC - Home | Facebook 

検索 


