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■班長会（7月 3日） 
■班長会（8月 7日） 
■班長会（9月 4日） 
■幹線道路清掃 
■ふれあい通り作品展 
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工作で予定していた彦一凧の制作キットを配布し、自宅でご家族と制作に

チャレンジして頂くことにしました。9月 12日「ふれあい通り作品展」は予定の

通り開催の準備を進めています。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

防災アンケートの景品を未受領の方が多数。引換券お持ちの方は申し出

て下さい。防災防犯パトロールは 8月末まで中止としています。9月 5日防

災防犯連絡会を予定していますので、都合良い方はご参加下さい。 

５．会館・ふれあい通りの清掃当番など 

会館トイレ清掃、ふれあい通り清掃の当番の方は対応をお願いします。9

月 5日幹線道路清掃を予定していますので宜しくお願いいたします。 

６．運動会 

 感染状況の悪化、特に児童への感染リスクの高まりが懸念される状況にあ

り、中止と致しました。運動会係としては年度内に代替行事の可能性につい

て検討します。 

7．その他  

総務：7 月班長会で町会費減免検討の意見について、検討資料を作成

し配付しました。次月班長会でご説明します。町会費の減免の手続きとして

は班長会での意見集約を経て、総会での決議を行う手順で進めます。 

９．今後の予定 

次月班長会 ９月４日（土）19時 

■班長会（7月 3日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

 班長会は３カ月が経過、これからの６ヶ月間は町会として大事な局面を

迎えます。国内では、災害、コロナ、オリ・パラなど、町会では先日行った幹線

道路清掃・安否確認訓練、今後は、ふれあい通り作品展、キャンプ、運動

会など行事を予定しています。町会運営は班長さんの力の結晶で成される

ものです。班長さんには色んな事に関心を持って取り組んで頂きたいとお願い

致します。班長会でより一層、様々な意見交換が行われる事を願います。 

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。7月 18日（日）廃品回収を予定して

います。ふれあいキャンプにあわせて「夕涼み会」のような行事が併設できない

か検討中です。コロナの事もあるので、状況に応じて判断することになります。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長 代理下山） 

悩み事相談会、はらトピア体操会、はらじゃん塾は感染防止対策を行いつ

つ開催しております。ご興味のある方は直接会場までお越し下さい。コロナ禍

のもとで何か出来る事はないかと考えており、親子ふれあいキャンプ 

1DaySpecial、ふれあい通り展示会の企画を進めています。開催にあたって

は、班長さんの協力が必要ですので宜しくお願い致します。 

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、ご協力ありがとうご

ざいました。連絡会では、スクールガードボランティアの協力者を増員出来な

いかなどの話題がありました。安否確認訓練については、開催案内を回覧で

行った事で訓練自体を認知されていな方が多くいました。告知の方法に問

題があったと反省しており、12月の開催に向け改善したいと考えています。 

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、ご協力ありがとうございました。回覧で班ごとの担当地区を示

しているが、昔から担当している場所で清掃活動を行っている班があり、変

更が浸透していないようだ。みはる野へ向かう道は竹ぼうきがあると良い。 

６．運動会 

 10 月 10 日（日）開催予定。コロナ禍のもとですので、どのような大会に

できるか検討しています。感染状況を見守りつつ準備を進めます。8 月班長

会で開催有無の最終判断を行いたいと考えています。 

7．その他  

町会長：愛の一円募金へ、ご協力をいただき、ありがとうございました。 

2021年度 34,943円（前年度 45,856円） 

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。 

街灯：LED街灯故障 3件、新設 1件申請ずみ。 

文書：月中回覧は 18日頃を予定しています。 

総務：補正予算について説明しました。 

その他：コロナ影響で町会行事が行えていないことから、町会費の減免を検

討できないかとの意見がありました。収支見込みなど資料を揃えて規模や対

応方法など検討することとしました。 

９．今後の予定 

次月班長会 8月 7日（土）19時 

■幹線道路清掃（9月 12日） 

 9月 12日（日）、幹線道路清掃が行

われました。もともとは 9 月 5 日でしたが、

雨天順延となっていました。当日も若干微

妙な天気でしたが、天気予報を信じて決

行。前週に終えている班もありましたが、順

延にも関わらず多くの方にご参加頂いてお

り、清掃作業を完了することができました。 

美化活動に対する皆さんの関心の高さをあらためて感じる機会となりました。

至る所であいさつを交わす様子も見られました。コロナ禍の影響でお会いする

機会が減っているのだと思いました。町会行事が無くなってみて、コミュニケー

ションの場としての重要性が良くわかりました。幹線道路清掃は年 2回行って

おります。引き続きご協力の程よろしくお願い致します。（総務）  

■班長会（８月７日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

この 1週間で感染状況は更に急速に悪化しています。緊急事態宣言も発

令されています。従来通りの感染防止対策の徹底に努め、1 人 1 人がより

一層自覚して行動しましょう。 

２．子供会からのお知らせ（山本会長） 

 いつもありがとうございます。8月15日（日）廃品回収を予定しています。

バス遠足は感染状況の悪化を踏まえ、時期を変えて 3月に行えないか検討

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） 

悩み事相談会、はらトピア体操会は感染防止対策を行いつつ開催してお

ります。はらじゃん塾は感染状況の悪化を鑑み休会中です。計画を進めてい

ました「親子ふれあいキャンプ 1day special」も中止としましたが、変わって 

 

■班長会（9月 4日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

 すっかりと秋めいてきました。気候変化に注意し体調維持にご配慮下さい。

2019年 9月 8日は台風 15号により甚大な被害が生じました。日頃から

防災に気を配って頂けますようお願い致します。 

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。9月 19日（日）廃品回収を予定して

います。バス遠足は 3月に延期しました。 

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、はらトピア体操会、はらじゃん塾は休会中です。デルタ株が

子どもたちへ及ぼす影響を考慮して親子ふれあいキャンプ 1DaySpecial は

中止としました。9月12日予定のふれあい通り展示会は開催する準備を進

めています。会場準備など班長さんにご協力頂きたくお願い致します。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

防災防犯パトロールは休会中です。9月5日（日）、防災防犯連絡会を

予定しています。ご都合良い方は是非ご参加下さい。 

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。9 月 5 日（日）幹線道路清

掃です。担当エリアの清掃終了後、余ったゴミ袋の返却と完了報告を自治

会館までお願い致します。 

６．運動会 

 8月班長会にて中止を決定。 

7．その他  

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。 

文書：月中回覧を予定しています。 

９．今後の予定 

次月班長会 10月 2日（土）19時 
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 第 1回 ふれあい通り作品展 2021年 9月 12日（日）開催 
感染拡大により町会行事が中止となる状況が続いており、コロナ禍のもとでも「ふれあい」を感じられる行事が出来ないだろ

うか、そんな想いが集い 5月から企画がスタートしました。6月には協力団体と有志の皆さんと開催に向けた意見交換会を行

い、沢山のアイデアを頂くとともに課題を把握することが出来ました。7 月・8 月、企画会議では課題に対する対応方法や展

示方法などの詳細化を進めてまいりました。2017 年 11 月に「はらトピア建設 20 周年記念」として文化祭を開催した経験

がありますが、屋外での展示会ということで初めてづくしのことで、作品の出展・会場準備・会場運営にご協力頂いた皆さん

は、大変なご苦労をお掛けすることになりました。無事に終える事ができましたこと厚く御礼申し上げます。また、ふれあい通り

では多数の方に足を運んで頂きましたが、密にならないように気を配りながら観賞頂いている様子が確認できております。3 密

回避の観賞、ご協力ありがとうございました。 

 ご出展頂いた作品は多種多様でどれも大変素晴らしいものでした。普段の生活の中では知り得ない「新しい発見」が沢山ありました。言葉を交わし、笑顔

を交わし、「ふれあい」に満ちた最高の展示会となったのではないかと思っております。さっそく来年もという声も届いております。一方で反省点も多く出ておりま

すので、次回開催に向けて皆様のご協力を頂きながらしっかりと準備を進めて行きたいと思います。    （まちづくり委員会） 

■編集後記 
「ふれあい通り展示会」 久しぶりに行事が行われ、活き活きとした様子が
少しだけ戻ってきたと感じました。準備・運営、出展にご協力頂いきました
皆さん、大変お疲れ様でした。はらたよりも久しぶりに行事を掲載でき、校
正にも力が入りました。そのふれあい通りですが、彼岸花の見頃を迎えてい
ます。本紙でご紹介する予定でしたが、ふれあい通り作品展の記事を優先
させて頂きました。彼岸花開花については次号以降への掲載を検討しま
す。はらたよりについてのご意見や寄稿ははらトピアのポスト（向って右
側）へ投函をお願い致します。（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７月16,540円、8
月分 4,970円でした。ご協力ありがとうございました！！ 

誕生会ボード：昔の子ども達が作
製した懐かしい作品のようです。 

ふれあい通りフォト自慢：すてきな1枚、思
い出の 1 枚、奇跡の 1 枚など、皆さんから
ご提供いただいた写真展です。 

鬼滅折り紙：鬼滅キャラほぼ全てをコツ
コツと折り溜めた逸品。子ども達が集ま
って「すげー！」と楽しそうでした。 

陶芸品「森のささやき」：写真では上手
くお伝えできませんが、可愛い動物たち
が集っています。まさに私たちの願いが
込められたような作品です。 

陶芸品：趣味が高じた、
本格的な作品たちです。ふ
れあい通り作品展に賛同
頂き沢山の作品を持ちこん
で下さいました。 

書「無一物」：中国禅宗
六祖の大鑑慧能禅師の漢
詩「菩提本樹無し、明鏡亦
台に非ず。本来無一物、
何れの処にか塵埃を惹か
ん」から取りだされた語句。
歴史感と深い意味を持つ。 

押し花アート：驚きのク
オリティ、とても繊細な作
品です。思わず目を疑い
ました。作者から丁寧な
説明があり、更に作品の
素晴らしさを認識しまし
た。 

彦一凧：ふれあいキャンプの工作で
作製予定だった凧。はらの子ども達の
作品です。「みんな元気になるように」
と願いが込められています。 

風景写真：思い出とともに 1 フレームに
納められた風景写真です。額に入れ飾る
ことを真似てみようと思う作品です。 

エコアート：ペットボトルなどの資源を様々なアートに！ 社
協原ブロック、渾身の出展です。発想、創意工夫が素晴ら
しい。出展者自身が楽しんでいることが伝わってきました。 

 
 
 
 
 
 
キャンプフラッグ：参加
児童の寄せ書きとなっ
ており、懐かしさ一杯の
作品です。 

落書きボード：大人子供問わず
沢山の方に参加頂きました。個性
豊かでとても素晴らしい作品に仕
上がりました。 

2021年度 
ふれあい通り
作品展 


