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■班長会（11月 6日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

 本日配付される「原たより」に 10/31開催したハロウィンパーティーの様子が

掲載されています。行事が行えた事に喜びを感じます。11/3 は「文化の日」

でした。制定された 70 数年前は文明的な生活を取り入れ、世の中が開か

れ豊かになっていくことへの思いが込められています。時代は進み、町会に関

わる行事の在り様も変化を加え受け継がれてきました。新型コロナ感染症に

より閉塞感の漂う現在ですが、楽しみ喜ぶ姿に出会えた事は「文化の力」な

のだと思います。また、敬老会は今年も中止となり記念品が贈られました。記

念品をお届けにとあるお一人暮らしの方を訪問した際、「普段は人と会話す

る機会が少なく、今回お話する機会があってとても嬉しい」とおっしゃられてい

ました。町は発展し物は豊かになりましたが、人とのふれあいを通じて心を豊

かにすることの大切さを改めて感じました。 

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。11月 21日（日）廃品回収を予定し

ています。子供会の活動費となりますのでご協力お願い致します。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

①悩み事相談会は 11/20(土)の開催予定です。第 100回の節目を迎え

ました。②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

しています。③公園清掃は11月から春まで活動を休止します。④10/31ハ

ロウィンパーティーを開催、雨模様でしたが 50名強の児童が参加頂き、楽し

いひと時を過ごしました。⑤銀杏並木のライトアップを予定しています。⑥防

災訓練に合わせて、縮小して餅つきが出来ないか検討中です。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

緊急事態宣言の解除を受け、防災防犯パトロールを再開しました。毎週土

曜日 18 時から 30 分程度を予定しています。12/5(日)防災訓練は安否

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 

11/7(日)自治会館大掃除を予定しています。 

６．新年会 

代替行事について企画し 12月班長会で開催有無を協議します。 

７．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。 

■班長会（12月 4日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

 銀杏並木もだいぶ葉が落ちました。ライトアップはご覧になったでしょうか。朝

夕の寒さも一層厳しくなり暖房を点けた方も多いと思います。11/28 消防

署によるはらトピア消防設備の検査が行われ、資機材の指摘は無かったが

「消防訓練」を行っていないことが指摘となりました。コロナ禍で致し方ない点

は考慮されましたが、消防設備の確認や説明、火災や災害時の初動に関

する心得など講話形式でも良いので実施して下さいとのことでした。本日の

班長会にて見上防災防犯委員会会長よりお話をいただきますのでご傾聴お

願い致します。 

２．子供会からのお知らせ（山本会長 代理下山総務） 

 いつもご協力ありがとうございます。12月 19日（日）廃品回収を予定し

ています。子供会の活動費となりますのでご協力お願い致します。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

①悩み事相談会は 12/18(土)の開催予定です。②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います。③公園清掃は春ま

で活動を休止しています。④銀杏並木のライトアップをおこなっています。⑤

防災訓練に合わせて、例年より縮小して餅つきを行います。また、社協さん

の出展も予定していますのでお立ち寄りください。 

４．会館・ふれあい通りの清掃当番など 

 各清掃当番について班長へ案内しました。 

５．新年会 

飲食を伴う行事を開催できないため例年通りの新年会は行えない。そのた

め、代替行事について企画を作成し説明を行った。意見交換ののち決議を

行い、新年会及び代替行事は中止を決定しました。中止の主な理由は、

今後の感染状況は変異株のリスクが高まることが想定されるためです。 

６．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。 

総務：1 月班長会で次年度班長さん 2 月・3 月班長会への出席依頼を

配付します。お会いする機会あれば一声掛けておいて下さい。 

班長：グランドのトイレについて、高齢者・女性が使用し易い状況に改善を

お願いしたい。→グランド運営委員と検討して頂き、必要であれば町会で予

算化も検討する。 

新年 明けましておめでとうございます。 
 昨年は「Withコロナ」のもと日常の生活が徐々に戻ってきているとポジティブに喜んでいます。新型コロナウイルスの正体が
徐々に解明されて、目に見えないウイルスから身を守ることを最優先し、ただただ不安に怯えていた状況からは抜け出せた
ように思います。とは言え、変異株の脅威は存在し続け、現在は「オミクロン株」の動向がとても気になるところです。これま
でに同じく1人1人が感染防止対策を遵守することが大切です。どうぞ皆様も健康にご留意頂けますようお願い致します。 
 昨年の町会行事は、町会 2 大行事の「盆踊り大会」と「運動会」は 2 年連続で中止、まちづくり委員会主催の親子ふ
れあいキャンプも同じく 2 年連続の中止となりました。昨年の夏以降は感染状況が回復傾向となり、健康体操や健康麻
雀など徐々に再開へと動き出しました。今後の感染状況次第ではありますが、開催された行事の様子を「原たより」でご紹
介できることを願っております。（広報） 

■班長会（11月 6日、12月 4日） 
■安否確認訓練と防災防犯アンケート 
■はらトピア体操会 140回達成認定書 
■防災フェスタではないけど賑わいました 
■自治会館大掃除 
■銀杏並木ライトアップ 
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安否確認訓練と防災防犯アンケートの実施結果 

12 月 5 日（日）、安否確認訓練を行いました。前回の反省から告知

方法の見直しを行った結果、改善効果を見る事ができました。ご参加頂きま

した皆様、ご協力ありがとうございました。一方、安否確認訓練の浸透は道

半ばで今後も改善が必要であることを改めて認識できました。次回開催に

向け告知方法など見直しを進めて参りますので、引き続きご協力をお願い

致します。なお、安否確認を行う(訓練では無く)基準は「震度５強以上」と 

しています。その

他強風や大雨

などで甚大な被

害が発生した場

合も同様に安

否確認の対象

となりますが、明

確な基準の定 

義が難しく、現時点では特に基準を設けておりません。（今後の課題） 

 また、防災防犯アンケートの結果についてですが、詳細は 1 月回覧でご案

内しておりますのでご確認をお願い致します。この場では一部をご紹介させて

頂きます。「ご家庭でどのような災害に対して備えを行っているのか」をお尋ね 

致しま し

た。ここ上

志津原で

は「地震」 

「台風や強風」について関心が高く、備えも進んでいる事がわかりました。大

雨については、住宅のある環境によって関心の高低が影響するものと思われ

ます。全体としては、東日本大震災以降は地震に対する関心が高まり、近

年の台風被害で強風や大雨に対する関心が高まっているということがわかり

ました。危機感を持つことは災害に対する備えの第一歩です。過剰に恐怖

心を抱く必要はありませんが、万が一に備え、日頃から準備を整えておく事が

大切です。緊急時の連絡方法をご家族で確認しておく事も大切です。 
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■編集後記 
2年前のお正月に帰省してから丸 2年、田舎のじじとばばに会いに行って
きます。うちの小学生は背が凄く伸びたのできっとビックリすると思います。驚
く様子を見るのが楽しみです。とは言え、「オミクロン株」の状況が気になりま
す。帰省先では最大の注意を払い行動したいとは思いますが、帰省しても
良いのかどうか間際まで悩んでいると思います。同じ様に悩まれていた方も
多いと思います。話は変わりますが、年が明けると受験シーズンに突入しま
す。受験生の皆さん、ご家族の皆さん、感染防止と健康維持に注意してシ
ーズンを乗り切って下さい。応援しています。（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 10月 9,940円、
11月は 19,980円でした。ご協力ありがとうございました！！ 

■ふれあい通りの花壇 模様替え 

日に日に寒さが厳しくなる 12 月、ふ

れあい通りの花壇の模様替えが行わ

れました。黄葉の季節が終わると春・

夏・秋と賑わっていたふれあい通りの様

相は一気に寂しくなります。毎年その

タイミングを見計らったように花壇の模

様替えが行われます。足を止めてゆっ

くりご観賞下さい。（まちづくり） 

■はらトピア体操会 「140回達成認定書」授与される 

この度、佐倉市高齢者福祉課より「佐倉ふるさと体操スタンプカード」の

140回達成認定書の授与がありましたのでご紹介させて頂きます。 

「はらトピア体操会」は高齢者の身体と心の健康促進を目的として 2017

年 10 月 10 日に発足致しました。毎週火曜日にはらトピアで開催していま

す。新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、中断を繰り返しながらも継

続し、7名の方が設立4年目にして認定が頂ける140回を初めて達成致し

ました。まさに「継続は力なり」を体現された方々です。受賞者をご紹介致 

します。 

 

鈴木稔さん 

中野勇さん 

奈良忠治さん 

庄子安子さん 

増田裕子さん 

久野益美さん 

鶴田未佳さん 

 

受賞者の声 

・硬かった膝が滑らかになり胡坐体操で足が組めるようになりました。 

・スポーツクラブの運動とは異なる体操や脳トレも有って一挙両得 

・レクリエーションなど遊びと競争の要素が含まれ楽しく元気になる 

ご興味ある方は、見学も可能ですので会場までお越し下さい。 

はらトピア体操会 

 開催日 ：毎週火曜日（祝日は休会） 

 時間 ：9時 45分～11時 30分 

 会費 ：なし 

 その他 ：感染防止は佐倉市高齢者福祉課の指導のもと励行 

参加資格は特にありません。どなたでもご参加 頂けます。見学も自由です。

ご来場の際はマスク、運動靴、飲み物、筆記用具、タオルをご持参下さい。 

（はらトピア体操会） 

■防災フェスタではないけど 賑わいました 

コロナ以前は防災訓練の開催に合わせて「防災フェスタ」として「餅つき」や

「社協の出展」が行われ、とても賑わっていました。昨年、安否確認訓練は

実施しましたが、世の中は完全に自粛モードで「防災フェスタ」は中止となりま

した。今年も昨年同様に「防災フェスタ」は中止となりましたが、12 月 5 日、

例年の半分の餅つきと社協さんに 

出展して頂き、少しだけ賑わいを 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しみました。餅のつき手が少なく苦労しましたが、つきたてのお餅は格別に

美味しかった。焼き芋の焼き加減も丁度良かった。ついつい2本食べてしまい

ました。野菜販売も完売するほどの盛況でした。クリスマスのリースや飾りもと

ても可愛らしく素敵でした。フリマの品定めも楽しかった。そしてなによりも参加

している方々の笑顔がとても素敵で、幸せな気持ちになりました。次回も宜し

くお願いします。（まちづくり） 

■自治会館大掃除（11月 7日） 

今年度班長の皆さんと年 2回の自治会館大掃除を行いました。今年はは

らトピアと南ヶ丘集会所のふた手に分れての清掃でした。普段は手の届かな

い高い場所、窓ガラスと網戸、水回り、玄関、エアコンなど分担して作業を開

始しました。新しくしたレースカーテンの洗濯は見送りました。一通り清掃した

後、最後は床のワックス掛けです。おかげで綺麗になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こぼれ話  自治会館の雨どいは経年劣化で割れ易くなっています。これま

でも応急処置をした事があります。大掃除のときに気付いた班長さんが後日

資材を探してきて修繕して下さいました。ありがとうございました。（広報） 

■銀杏並木のライトアップ 

11月 14日（日）、銀杏並木のラ

イトアップの設営を行いました。照明の

LED ライトを少しずつ買い足してきた

成果でライトアップの光量も増えて見

応えのある景色になりました。今年は

台風の影響が無かったことで、色づい

た葉も多く、見事な黄葉でした。この

季節は「寒い」のでわざわざ足を運ん

で下さる方は多くは無かったのですが、

写真を撮りに見える方もおり人出は増

えたように思います。楽しみにして頂い

ている方が増えて益々やる気がみなぎ

ってきました。今後にご期待下さい。

（まちづくり） 

■ツリー 

12月のある日、銀杏並木のライトアップが終わりを告げ

たのち、はらトピアの玄関脇に突如としてツリーが登場し

ました。素材がペットボトルなので、昼はなんともないペッ

トボトルの山ですが、日が落ちるときらびやかな電飾がと

にかく凄いです。ただ、初の試みということもあり、強風に

弱かったためなんども真ん中で折れて真っ二つに。これも

ご愛敬ですかね。新しい風物詩になると嬉しいですね。

（まちづくり） 


