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ましたが、開催時間終盤に来

場される方がいると思い、辛

抱して貰いました。予想通り、 

終了前に来場される方が数組おられました。待ってもらって良かったです。開催

時間を過ぎた後は 2 順目を開放して、残っているものが無くなるまで遊んで貰

いました。参加頂いた子ども達も保護者も、運営する大人達もみなさんに楽し

んで頂くことができたと思います。マスク着用や手指消毒、順番待ちの並びの

間隔、どれも主催者側からの注意喚起が不要なほど、自主的にご協力頂けた

ことが印象的でした。ご協力ありがと 

うございました。 

最後になりますが、会場片付けの

後、公園でシークレットライブが行

われました。疲れが癒されるひと時

でした。いずれは大舞台に立って

頂きたいと思います。（まちづくり） 

この町の夏の風物詩「盆踊り大会」の中止が決まり、今年も何もない夏休

みになるのかと気落ちする間もなく、短時間開催で少しでもお祭り気分を楽

しんで貰おうと「夕涼み会」の企画がスタートしました。ツインズの「焼きそば」、

社協の「イカ焼き」などおいしい食べ物、気分をハイテンションにしてくれるキン

キンのビールは来年まで我慢。子ども達が楽しんで貰える内容且つ接触が少

ない遊びを探すところから始めました。ネットにはいろいろありまして、ほんと助

かりました。検討の結果、「輪ゴム射的」「輪投げ」「金魚すくい」「水風船すく

い」の４つのゲームを採用、スタンプラリー形式にして 4 つのゲームをクリアする

とお菓子がもらえるようにしました。感染状況は右肩上がり、沢山来場頂いて

も…、少なくても…、微妙な気持ちで会場準備を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果論ですが、入場制限をすることもなく、ちょうど良い感じの参加者数でし

た。選択した４つのゲームはどれも高評価で 2 順目を熱望する子ども達もい

ましたが、開催時間終盤に来場される方がいると思い、辛抱して貰いました。

予想通り、終了前に来場される方が数組おられました。待ってもらって良かっ
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■班長会（8月 6日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

 大雨による災害が報じられています。ご親戚、ご友人の無事をお祈り致しま

す。感染状況は悪化しており、変わらず警戒感を持って感染防止に努めて

頂くようお願い致します。With コロナ社会の浸透が進み、各地でイベントが

開催されております。はらにおいても、7 月 30 日（土）に「夕涼み会」を開

催し、子ども達にも大人達にも喜んで頂きました。「夕涼み会」の片付け後に

ローカルバンドによる鑑賞会が行われ、楽しいひと時を過ごしました。8月以降

の町会行事が予定されていますが、感染状況を見守りつつ、開催できる方

法を検討しつつ、開催可否について皆さんと意見交換できればと思います。 

２．子供会からのお知らせ（鈴木会長） 

 8 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

すのでご協力をお願い致します。「夕涼み会」はとても楽しかったです。ありがと

うございました。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

 「夕涼み会」はコロナ禍にあってどのような形であれば開催できるのかを皆で

考えました。ある保護者から子ども達が作った感謝メッセージの写真を頂戴し

て、涙が出るほど嬉しかったです。開催出来て本当に良かったと思います。まち

づくり委員会では「ふれあいキャンプ」「ふれあい通り展示会」と行事が続きます

ので、引き続き感染防止を考慮して企画・運営を進めて参ります。班長の皆

さんもご協力お願い致します。また、「はらトピア体操会」「はらじゃん塾」も引

き続き感染防止対策の上、開催しております。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

 毎週土曜日 18 時からパトロールを行っています。8 月 13 日、20 日は休

会予定です。9 月 4 日（日）防災防犯連絡会を予定しておりますので、ぜ

ひご参加下さい。6 月実施の安否確認訓練時のアンケートの返礼品、用意

が間に合わず、9 月班長会時に配布をお願いすることとなりました。もし返礼

品について問い合わせありましたら、9 月配布となる旨お伝えください。 

５．会館・ふれあい通りの清掃当番など 

 会館トイレ清掃、ふれあい通り清掃は当番表に従って対応をお願い致しま

す。９月４日、幹線道路清掃を予定しております。 

６．運動会 

 10 月 2 日（日）開催予定の運動会について、班長会で意見交換を行

いました。開催日を秋などに延期する意見もありましたが、協議の結果「中

止」を決定致しました。前週予定のグランド草刈りも中止と致します。開催に

向けた検討・準備、ありがとうございました。 

７．今後の予定 

次月班長会 9 月 3 日（土）19 時 

■班長会（7月 2日） 

１．町会長挨拶（中野町会長） 

 全国的に暑さが続いています。熱中症に気を付けましょう。班構成の意味

合いについて考えるきっかけがありました。①幹線道路清掃や安否確認訓

練、班によって積極性が大きく違っていること、②回覧が留まっていることから

異常を察知したこと（結果的に問題はなかった）、③道路の要望について

家々で考え方が違っていること。 皆さんにおかれても班を構成する意味につ

いて、考えていただくきっかけになればと思います。 

２．子供会からのお知らせ（鈴木会長） 

 7 月 17 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

すのでご協力をお願い致します。お祭りの準備を進めています。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

 公園清掃は暑い時期を避けて夏場は活動を休止します。健康体操と健

康麻雀は感染防止対策を行いつつ開催しています。回覧で呼びかけた「鯉

のぼり募集」、ありがたいことに 2 件届いております。グランドトイレの設置、順

調に進んでおります。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

 毎週土曜日 18 時からパトロールを行っています。6 月 19 日（日）防災

訓練、安否確認を行いました。防災訓練は参加者 23 名で少ない印象でし

た。安否確認訓練について、参加者は徐々に増えていますが、全員参加し

て頂けるような状況を目指していきます。引き続きご協力をお願い致します。 

５．会館・ふれあい通りの清掃当番など 

 6 月 5 日、幹線道路清掃・自治会館大掃除、ありがとうございました。班

によって手薄なところがあるので今後改善したいと思います。 

６．盆踊り大会 

 開催可否について意見交換を行いました。開催したい気持ち、感染を懸

念する気持ち、それぞれの立場で素直なご意見を頂くことができました。両案

出揃ったところで開催賛否の決議を行った結果、賛否がほぼ同数でした賛否

に結論付けることができず、意見交換を延長することにしました。2 度目の意

見交換では、より積極的な発言が続き大変有意義な内容となりました。2度

目の決議前に「大勢が決しない場合はどうするのか」とご意見がありました。

「私たちの意見が半々では気持ちを一つにまとめて運営することはできないと

考える」として、2 度目の決議を行いました。結果は賛否同数となり、今年度

は「中止」が決定しました。開催に向けた検討・準備、ありがとうございました。 

７．運動会準備状況 

盆踊り大会同様に開催については、8 月班長会で決定することとします。 

８．今後の予定 

次月班長会 8 月 6 日（土）19 時 

7 月 30 日（土） 夕涼み会 
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■編集後記 

夕涼み会、親子ふれあいキャンプ、3 年ぶりに暑く楽しい夏休みを楽しむ
ことができました。ご参加の皆さん、お疲れ様でした。おかげで楽しい原たよ
りがお届けできます。次月は「ふれあい通り展示会」を掲載予定です。昨年
の新規行事、今年はどのような変化があるのか楽しみです。（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。 

6 月の収益は 14,610 円、7 月の収益は 12,790 円でした。 

ご協力ありがとうございました！！ 

まちづくり委員会主催の「親子ふれあいキャンプ」、前回は 2019 年 8 月で

1 泊 2 日での開催で 3 年ぶりの開催となりました。行動制限の無い夏休み

ではありますが、第 7 波の感染状況は高止まりが続いています。with コロナ

の生活習慣が定着しているとはいえ、さすがにテントでの寝泊りは避けようとい

うことで 1 日だけの SPECIAL キャンプとしました。夏休み最後の週末、子ども

達にたっぷり楽しんでもらえるよう企画を練り、子供会や有志方々のお力添え

を頂きながら準備を整えて、開催することができました。ありがとうございまし

た。ご都合が合わず参加頂けなかった子ども達もいると思います。次回ご参

加頂けることを楽しみにしています。 

■内容（予定） 

09 時 30 分 受付、キャンプフラッグ作成、開村式 

10 時 00 分 工作（いす、たこ） 

12 時 00 分 昼食 カレー、焼きトウモロコシ 

13 時 00 分 なぞときウォークラリー 

13 時 30 分 鯉のぼり制作 

13 時 30 分 ウォータースライダー 

16 時 00 分 集合写真、閉村式 

---------------------------------------------------------------- 

 9 時を過ぎると待ちきれない子ども達で大賑

わい。受付を 10 分ほど早めて対応しました。

受付のあとは、キャンプフラッグの作成。用意

したフラッグ（布）にお名前と思い思いのコメ

ントや絵を描いて貰っています。みんな夢中に

なって書いて（描いて）いました。これだけで

楽しそうです。キャンプフラッグは 2008 年から

開催毎に作成しており、歴代のフラッグをテン

トに掲揚しています。歴代の参加児童の名

前が書いてありますが、もう成人している方も

いるので、感慨深いです。キャンプに参加した

経験のある方のお子様が、キャンプに参加す

るなんて日はそう遠くないように思います。親

子で参加して貰えたらとても嬉しいです。 

続いて、「開村式」です。村長の萩庭さん（まちづくり委員会会長）と中野 

町会長より「たっぷ

り楽しみましょう！」

「今日は熱くなるの

で熱中症に注意し

ましょう！」「無理は

しないように！」とご

挨拶頂きました。 

 続いて、「工作（いす、たこ）」がスタート。みんな真剣に取り組んでいたの

が印象的でした。出来上がったいすは個性に富んだ色合いで、一人一人の

感性が表現されていると思いました。一方、たこ作りは少し難しい作業のため 

説明と実演を交え

ながら進められまし

た。全員、投げ出す

ことなく真剣に取り

組んで貰えたことが

とても嬉しかったで

す。時間切れで完

成まで進められなか

ったことは申し訳なく

思います。出来上

がった作品をふれあ

い通り展示会で披

露して頂けたら嬉し

いです。 

8 月 27 日（土） 親子ふれあいキャンプ 1Day Special（まちづくり委員会） 

児童には缶バッチをプレゼント 

工作を終え、待ちに待った昼食タイム。 

子供会のお母さんにお手伝い頂いて愛情た

っぷりカレーを全員で頂きました。気温がかな

り上がっているので食欲は控え目なのかなと

思っていましたが、「おかわり」する人続出、食

べ過ぎが心配になるほどの大盛況でした。い

つもと違う環境、お友達と一緒に食べる嬉し

さなど、食欲が刺激されたのだと思います。 

 午後のスタートは「なぞときウォークラリー」。はらにちなんだクロスワードを片手 

に、ふれあい通り南コースの各所に掲示さ

れた問題文を巡り、クロスワードを完成さ

せるお遊びです。食後にはちょうど良い 15

分～30 分程度の軽い運動のはずが、な

かなか帰ってこない…。どうやら問題が少

し難しかったのと、一部に誤りがあったこと

で苦戦したようです。 

 続いて、鯉のぼり制作。白地

の鯉のぼりのうろこ部分に子ども

達の手形を押してもらいます。

ゴールデンウィーク前後、はら公

園には鯉のぼりが掲揚されてい

ます。来年、ほかの鯉のぼりと

一緒に掲揚する予定です。                    

 この後はお待ちかねの「ウォータースライダー」。多分、子ども達が一番楽しみ

にしているイベント。ブルーシートを敷いて、水を撒いて滑って遊ぶだけなんで

すけど、順番待ちの列が途切れない盛況ぶり。ほんとシンプルに楽しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そろそろ終わりの時間が近づいてきました。たっぷり楽しんだところで、スイカが

登場。カットされたスイカはあっという間に完食。お見事！  スイカはもう一

玉あり、みんなでスイカ割を楽しみました。このスイカ、叩けど叩けど割れない。

実は誤って冷凍庫で保管したため、中までがっちり凍っているとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの頑張りでスイカの中身が出てきました。中はシャリシャリのシャーベット

状。これは旨そうということで、きれいにカットして貰い全部完食しました。 

これが本当に最後、集合写真を撮って閉村式。まだまだ遊びたい様子です

が、今年はここまで。また来年、みんなで遊びましょう！ 

 


