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■新年のご挨拶 上志津原町会 
■新年のご挨拶 まちづくり委員会 
■11 月 班長会 
■12 月 班長会 
■安否確認訓練・防災訓練 

＆防災フェスタ 
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■班長会（11 月 5 日） 
１．町会長挨拶（中野町会長） 
年末に向けて、自治会館の大掃除、防災訓練と行事が続きます。特に防

災訓練については 6 月と 12 月の年 2 回実施しています。各ご家庭での災
害対策について見直す良い機会と考えご参加頂きたいと思います。5 年毎
更新のはらトピアの火災保険が更新となりました。 
２．子供会からのお知らせ（鈴木会長） 
 ハロウィンパーティーの開催、ありがとうございました。子どもたちはとても喜んで
いました。来週、バス遠足でディズニーランドへ行きます。出発・到着のお手伝
いご協力お願い致します。11 月 20 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。 
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 11 月 19 日を予定しています。公園清掃は 11 月から
冬休みに入りました。体操会、はらじゃん塾は予定通り開催しています。 
 10 月 30 日、ハロウィンパーティーを開催、80 名ほどご参加いただき、楽し
く過ごすことができました。ご協力、ありがとうございました。 
 12 月 4 日、防災訓練にあわせて防災フェスタを開催します。餅つきや社協
さんによるバザーを予定しています。ご参加お待ちしています。 
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。パトロール参加者が少な
くなっています。班長さんの当番制を検討して頂きたい。 
12 月 18 日、防災防犯連絡会を予定しています。12 月 4 日、防災訓練

を予定しています。安否確認訓練、防災講話、非常食の作り方、避難訓
練、消火訓練を予定しています。避難訓練では実際に消防へ通報する訓
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 
 会館トイレ清掃、ふれあい通り清掃は当番表のとおり対応をお願いします。 
 11 月 6 日、自治会館清掃を予定しています。春と同じ要領です。 
６．新年会 
 1 月 8 日（日）予定の上志津原町会新年会について開催可否の意見
交換ののち決議を行い、中止が決まりました。 
７．その他 
・会計：赤い羽根募金、お忘れの方は来月でも受付します。 
８．今後の予定 
次月班長会 12 月 3 日（土）19 時 

■班長会（12 月 3 日） 
１．町会長挨拶（中野町会長） 
 とても寒くなりました。班長会の前、パトロールに参加し身体を温めてきまし
た。明日、防災訓練が予定されています。街灯が切れていないか、茂みや枝
で見通しが悪くなっていないかなど、散歩やパトロール中でも防災を意識する
ことができます。防災について考える良い機会となればと思います。 
２．子供会からのお知らせ（鈴木会長） 
 バス遠足でディズニーランドへ行ってきました。楽しく過ごした後、全員無事
に帰ってくることができました。出発・到着、お手伝い、ありがとうございました。 
12 月 18 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。 
３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 
 銀杏並木のライトアップを終了しました。悩み事相談会は 12 月 17 日を予
定しています。公園清掃は冬休み中です。体操会、はらじゃん塾は予定通り
開催しています。12 月 4 日、防災フェスタは餅つきや社協さんによるバザーを
予定しています。ご参加お待ちしています。 
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。防災訓練は感染状況が
悪化していますので、屋内は使用せずすべて屋外で行う予定です。安否確
認訓練では手ぬぐいの掲示数の報告をお願いします。避難訓練、非常食の
作り方など、班長さんに対応頂きますのでご協力をお願いします。 
 先月申し上げたパトロールの当番制ですが、急な申し入れでしたので、次年
度計画で検討頂くことに致しました。 
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のとおり対応をお願いします。
自治会館大掃除、お疲れ様でした。新たに窓の清掃用具やワックス用品を
加えたことで綺麗に仕上がり、班長さんのご協力で想定より早く終わりました。 
コロナで町会行事が少ないなかで、自治会館の清掃は班長さんが協力して
行える行事でした。その点でも良かったと思います。ありがとうございました。 
６．その他 
・歳末たすけあい募金、ご協力お願い致します。 
・1 月 8 日（日）予定の新年会は中止です。 
・次年度班長の準備会議（2・３月）を１月班長会でご案内する予定。 
７．今後の予定 
次月班長会 1 月 7 日（土）19 時 

■新年のご挨拶 上志津原町会 町会長 中野 勇 
新年明けましておめでとうございます。 
年の初めを迎えるたびに、なぜか気持ちが一新され今年こそ良い年にした
い、するぞ、しなければ、などと頭をよぎります。新たな年の初めを皆様いかが
お過ごしでしょうか。 
私はこの地を定住地と決め人生の半分以上をこの町と共に過ごし、町会

長として四回目の新年を迎えることが出来ました。これもひとえに皆様のご支
援とご理解ご協力の賜物と感謝申し上げます。 
私がこの町について考えるようになったのは、移り住み最初の班長を経験し

た年とわずか数年前に知った『まちづくり委員会』に参加してからです。ほんの
7 年足らずという短い期間ですが、最初の班長で経験したときの「上志津原
のあゆみ展」は特に印象深く、その後のまちづくり委員会参加も「町の文化
祭」開催に興味を持ったことがきっかけでした。私自身の 36 年間の隔たりは
こんなにも考え方を大きく変えるものだと気付かされた次第です。 
そして今、元気な高齢者が増え就労年齢も引き上げられ、個人生活に比

重を置いた社会生活が重んじられる風潮の中で、皆様に町会活動などへの
関心や参加を求めること自体難しい事と思う反面、個人的生活環境を守り
維持していくためには私たちが住む社会生活環境や安定こそが大切で、その
両輪に対しバランスよく関心を持ち考え参加することの意味を、恥ずかしなが
ら年月を経た今感じるせいかもしれません。 
上志津原には近隣住民の方々が多く足を運ばれるようです。それだけ魅力

が数多くあるということでしょう。原南付近からの富士山の眺望や夕焼けの見
事さ、ふれあい通りの春夏秋冬変化する景観の美しさはこの町の人々の温
かみを感じさせ郷愁を誘い、私にとっての第二のふるさとです。それだけに地
域に対する思い入れ度合いも大きいのかもしれません。未来に向けて上志
津原がどんな町になるのか、それはこの町に住まわれる年齢を問わず全ての
皆様お一人おひとりに掛かっている気がしてなりません。 
今年もそしてこれからも愛してやまない上志津原をどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

■新年のご挨拶 まちづくり委員会 会長 萩庭 一彦 
 ２０２３年を迎えて新年のお喜びを申し上げます。 
上志津原まちづくり委員会は毎月第三土曜日に開催しておりますが、おか
げさまで１１月に２００回目の会合を開催いたしました。当時に相次いだ 
大規模住宅造成に対して、
安全面の対策を求めて事
業者や行政との交渉を担う
窓口として始まった当委員
会です。その後地域コミュニ
ティーの更なる活性化、子
供達のふるさと作りを目標に
活動を重ねて参りました。 
ご承知のようにここ数年はコロナ禍の対応を迫られ、残念ですが町内の三

大行事は全て中止となりましたが、２０２２年はサッカーワールドカップに代
表されるように、これまでの自粛ムードから一転し、スポーツイベント、ミュージ
ックイベント等が復活し賑わいを見せています。２０２３年、三大行事の再
開機運が高まってきていると感じており、皆様とともに十分な検討を進めて参
りたいと考えております。引き続きご支援をお願い申し上げます。 

謹賀   新年 

2022 年町内行事を振り
返りました。青字で示した
町会三大行事は全て中
止となり、その一方で協
力団体による行事はほぼ
全て開催となりました。こ
の違いは、感染状況の浮
き沈みと行事の規模にあ
ることがわかります。 
2022 年は各団体が行
事開催に向け、手探りで
創意工夫し準備を進め
てきました。残るは三大
行事の復活です。期待が
高まります。（総務） 

１月 新年会 町会 中止

さくらウォーキング 防災防犯委員会 開催

新入生歓迎会 子ども会 開催

ウォークラリー 社会福祉協議会 開催

５月 スポーツ大会 町会 中止

幹線道路・自治会館清掃 町会 開催

防災訓練（安否確認訓練） 町会 開催

盆踊り大会 町会 中止

夕涼み会（盆踊り代替行事） まちづくり委員会 開催

８月 親子ふれあいキャンプ まちづくり委員会 縮小開催

９月 幹線道路清掃 町会 開催

ふれあい通り作品展 まちづくり委員会 開催

大運動会 町会 中止

ハロウィンパーティー まちづくり委員会 開催

自治会館清掃 町会 開催

子ども会バス遠足 子ども会 開催

12月 防災訓練（安否確認訓練） 防災防犯委員会 開催

11月

４月

６月

７月

10月
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昨夜からもち米のコメとぎなどで準備が始まって

いました。全盛期に比べて半分の 30kg を用

意。当日も朝早くから湯沸かしを始め、防災訓

練の最中も見張り番を立てて火元の管理が行

われていました。ここに居るはずの方が居ない寂

しさがありますが、精一杯、餅をつきました。 

 

 

 

 

 

 

 お待ちかねの「防災フェスタ」の時間です。社協さんの出店が拡大、品揃え

が凄いことに、賑わいも一層増していました。 

定番の採りたて野菜コーナーは開始と同時

に大賑わいとなりました。スーパーでは見か

けない珍しい野菜もあります。特に大きな

白菜が目立っていました。筆者はラー油に

する唐辛子をここで調達し 

ています。会場の中央では

クリスマスシーズンを前にし

てリースなど手作りのかわい

い装飾品が並んでいます。 

 

 

 

 

 

 

最後に、筆者のお気に入りをもう一つご紹介します。防災

訓練中から会場内に漂う甘い香り。その正体は「焼き芋」。

数年前から冬の定番メニューになっており、楽しみにしている

方も多いと思います。記憶が正しければ、公園の落ち葉を

集めて焚火をした時に、焼き芋を作ったのが起源かと思いま

す。かれこれ 7・8 年前か、もっと前かも。焼き手はいつも同

じ方が担当しているので、今では匠の域に達しています。 

■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。 

10 月は 14,710 円、11 月は 15,310 円の収益でした。 

ご協力ありがとうございました！！ 

安否確認・防災訓練＆防災フェスタ 

2022 年 12 月 4 日（日） 

安否確認・防災訓練 

09:00~10:00 安否確認訓練 

10:10  開会 

(1)10:15 防災講話（避難所） 

(2)10:45 非常食の作り方 

(3)11:15 避難訓練（通報、避難） 

(4)11:30 消火訓練・発電機始動訓練 

（簡易消火剤を使用した消火訓練） 

(5)12:00 非常食の試食（お持ち帰り、希望者のみ） 

12:30  閉会 

12 月 4 日（日）、最近は急激に冷え込みが進んでいましたが、天候に 

恵まれ穏やかな快晴です。会場のはら公園に向かう途中、安否確認訓練

のため朝から玄関先などに手ぬぐいの掲示が見られました。安否確認はコロ 

ナウイルス感染拡大の中で始めた行事で、

今回で 5 回目を迎えました。事前にお配り

している安否確認用の手ぬぐいを目印に、

次の段取りで進めています。 

 

 

 

 

 

 

今回の実施結果は次のとおりでした。3 回目以降、微増を続けてきました

が残念ながら減少となりました。繰り返し実施することで、形骸化することなく

定着を目指していますが、まだまだ課題が多い状況です。挫けず継続したい

と気持ちを新たにする契機となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 世帯数 掲示あり 掲示なし あり％

南地区 209 85 0 41%

西地区 268 85 0 32%

東地区 298 67 0 22%

集合住宅 130 6 0 5%

合計 905 243 0 27%  

地区 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12

南地区 41% 53% 51% 31% 75%

西地区 32% 42% 39% 21% 69%

東地区 22% 33% 30% 19% 51%

集合住宅 5% 5% 5% 1% 27%

合計 27% 36% 33% 20% 58%

10 時過ぎ、防災防犯委員会の見上会長よりご挨拶を頂き、防災訓練が

スタートしました。最初に「避難所」をテーマに「防災講話」が行われました。

仮に大災害が発生、住居を失った場合にどこに避難しますか？ その避難 

先は大勢の避難者で込み合っており、受入れで

きない状態に陥ることが懸念されています。どうし

ますか？ どのような準備が必要でしょうか？ 

東日本大震災での体験談なども交えて、皆さ

んからご意見を頂きました。 

続いて、日赤奉仕団の皆さんより非常食の作り方の 

ご指導を頂きました。今回は説明に従って班長さんが

作ってみることに。50 食用のアルファ米の箱にはわかり

やすい手順が記載されています。記載に従い箱を開け

ると、更にわかりやすい手順書がありました。この手順に

従えば誰にでも美味しくいただけるご飯が用意いただけ

ることが確認できました。日赤奉仕団の方からは、アル

ファ米は水でも戻せますがやはり熱湯の方が美味しくで

きます。熱湯を扱う場合は火傷しないように注意してく

ださいとのお話がありました。続いて、避難訓練です。 

今日は屋外で行事を行っていますので、屋内

にいる想定でシナリオを進めました。 「火事

だ！」の発生をもとに、初期消火、避難誘

導、通報を体験しました。通報では実際に消

防へ連絡し、状況報告、消防要請を行いまし

た。実際の火災通報では慌ててしまうことが多 

く、事前に体験しておくことが大事とのことです。 

続いて、消火訓練です。会社や公共施設にあ

る本格的な消火器を自宅においている方はほぼ

いません。初期消火限定ですが、速やかに使用

できるスプレー式の消火剤がホームセンターなど

で、1,000 円以下で購入することができます。

鍋やフライパンの発火は、容易に消火する効果

を確認していますが、過信し過ぎないようにと、ど

の程度の効果があるのか知っておくことが重要で

す。続いて、発電機ですが東日本大震災と

2019 年の台風被害による大停電の際に大活

躍しました。この時は防災防犯委員会が対応し 

ましたが、いざという時に誰にでも対応できるように知識として共有を進めて

います。「瞬間的に力強くロープを引く」というコツがあるようです。コツがわか

れば女性や子供でも、ご高齢の方でも始動することができていました。 

 この後、日赤奉仕団の方に、先ほど仕

込んでおいた非常食「アルファ米」を小分

けにして頂き、クラッカーと一緒に希望者

へお配りしていただきました。最後に、中

野町会長より講評を頂戴し、本日の防

災訓練のメニューは終了しました。 

この品揃え

がすごく増え

ていました。

手 作 り の 小

物も豊富。 

出店に合わせて作り手もすごく力が入っ

ていたようですね。そのお隣では陶芸品

や衣料品、小物雑貨など多数。つい時

間を忘れて一つ一つ品定めをしてしまい

ました。結局、手に納まりの良い湯吞を

２つ衝動買いしていました。 


