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大会議室にて開催し、入賞された7名の児童とご家族、4
校の校長先生にもご出席いただきました。
　毎回、たくさんの児童よりご応募いただいていること、そ
して、各学校、先生、保護者の方 に々ご協力をいただいて
おりますことに、改めて御礼申し上げます。来年度もたくさ
んのご応募お待ちしています。

絵画コンクール絵画コンクール

　ユーカリが丘地区内にある小学校（小竹小、井野小、青
菅小、志津小）の児童達が、4つのテーマ（①私の夢　②
大切なもの　③未来のまち　④今やりたいこと）を題材に
描いた『絵画コンクール』の入賞作品７点が決まりました。
　この『絵画コンクール』は、ふくし祭りで実施していました
が、新型コロナウイルス感染を鑑み、今年度もふくし祭りは
中止となりましたが、昨年度同様、イオンタウンユーカリが
丘・東街区3階にて11月20日（土）～26日（金）の7日間、
応募いただいた105 作品の展示を行いました。
　また、授賞式は11月21日（日）志津コミュニティセンター

絵画コンクール

＊入賞された児童のみなさんです。（敬称略）
　　おめでとうございます。
会長賞
　長澤 結花（ながさわ ゆうか）：井野小 4年生
アドベンチャー賞 
　神谷 隼（かみや しゅん）：小竹小 1年生
ドリーム賞
　醍醐 悠人（だいご ゆうと）：志津小 1年生
　長谷川 大翔（はせがわ やまと）：青菅小 3年生
ファンタジー賞
　石津谷 杏子（いしづや きょうこ）：小竹小 3年生
   吉澤 幸晴（よしざわ ゆきはる）：井野小 5年生 
フレンド賞
   杉山 未来（すぎやま みらい）：青菅小 6年生
　



　例年ですと、年 6 回予定のブロック会
議ですが、今年度は新型コロナウイルス
感染拡大で、第 1 回と第 5 回の 2 回だけの開催でした。第
5 回は 12 月 19 日（日）小竹小学校地域学習室で、感染に
注意し 1 時間と短時間で開催し 25 名の参加がありました。
報告や連絡事項として、当地区社協で取り組んだ「ありがと
う事業」の報告の他に、小竹小学校からは運動会や授業参
観の様子、小竹小学校区まちづくり協議会からは米作り体験
や登下校の見守り・花いっぱい運動等の報告がありました。

　新型コロナウイルス感染拡大で、福祉委員会等様 な々事業
を中止していますが、感
染に注意しながら毎月理
事会を開催しています。
ブロックや事業部の報告の
他に今後の活動について
話し合いをし、また、理
事会で集まった食品等を
佐倉市社会福祉協議会
（略：佐倉市社協）に寄
付しています。

　新型コロナウイルスにより福祉活動が制限される中、第 2ブ
ロックではフードバンクの活動を始めました。定期的に開催さ
れるブロック会議で、2 か月以上の賞味期限がある食品や、
洗剤・雑貨類などを持ち寄り、経済的に困窮している方々に
届くように佐倉市社協の善意銀行に寄付しています。
　また、当地区社協で取り組んだ「ありがとう事業」では、
ブロックの福祉委員と自治会の協力のもと、感染予防対策をし
っかりと施したうえで、地域内にお住いの、今年度 80 歳と90
歳になられる方々にお祝い品を届けながら、永年の感謝と長
寿のお祝いをすることができました。
　恒例事業である「住民福祉懇談会」は、加速する高齢化
社会を見据えて『成年後見人制度』を考えていましたが、感
染拡大を鑑み今年度も中止しました。次年度の議題として、
引き続き準備を進めて参りますので、開催時には是非ご参加く
ださい。

第1ブロックから

理事会からの報告

　第 3 ブロックは、月 1 回ブロック役員による打ち合わせ会を
行い、理事会資料に基づいて役員間の情報共有をしていま
す。今年度も新型コロナウイルス感染拡大により、当初の事
業計画に対しほとんど実施する事ができませんでした。その中
で、地域の支援事業の一環として青菅小学校の生垣剪定を、
6月と12 月の 2 回協力する事ができました。6月16日は雨模
様で蒸し暑い日であり、12 月 15 日は非常に寒い朝にも関わら
ず、青菅まちづくり協議会、アクションクルー宮ﾉ台、青菅小、
青菅小 PTA、飯高造園土木 ( 株 ) 様、総勢 30 名の方の参
加のもと、協働で怪我や事故等も無く無事に終了する事がで
きました。尚、第 3ブロック福祉委員の参加者は、6月は11名、
12月は12 名でした。

第3ブロックから
2021 年 9月25日（土）　ウィシュトンホテル

　第 4ブロックエリアにお住いの高齢者を招待して「ふれあい
懇親会」を、9月25日（土）ウィシュトンホテルにて開催しました。
当日は、招待者 11 名と福祉委員 9名を含め20 名が参加し、
中国の民俗楽器『揚琴』の演奏を楽しみました。
　例年ですと、昼食をとりながらの懇親会ですが、コロナ禍を
考慮して演奏会のみとし、また、開催にあたり、参加者には
マスク着用をお願いすると共に、入室前の手指消毒、検温を
実施し、座席は1.8ｍ以上離し感染対策を徹底しました。
　『揚琴』は、共鳴する木製の箱の上に150 本近い金属の
弦を張り、先端にゴムをつけた竹の撥でたたく楽器で、その
音色は美しく、どこか懐かしい響きもあります。休憩時間には
ふるさと体操も実施。参加者には心地よい時間を過ごしてい
ただけたと思います。お土産に洋菓子を用意し、好評のうち
に終了しました。
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第4ブロックから

第2ブロックから



温かな支えあいや見守りを大切に
　当地区社協の友愛訪問とは、地域内の一人暮らしの高齢
者や障がい者、寝たきり、認知症など、社会的弱者や日常の
見守りが必要な方を対象に、年に 1 度、担当民生委員が訪
問する事業で、安否確認や災害時に支援の必要な人達との
関係作りも目的としています。
　今年度も、コロナウイルス感染者数増加の影響で、当地区
社協の活動が中止を余儀なくされています。しかしながら、こ
の様な時だからこそお会いしたい気持ちや、また、民生委員
の訪問を心待ちにされている方達がいらっしゃるということで、
例年通り9月から実施いたしました。
　訪問記念品は、従来のトイレットペーパーから、コロナ禍で
の必需品であるマスクとゴミ袋に変更しましたが、お陰様で今
年度も好評を得ました。
　また、昨年度から『当地区社協からのお手紙』を添えてお
届けしており、民生委員から「短時間訪問の中で意思疎通
が図れた」「当地区社協からの届け物との理解が一層深まっ
た」との声をいただくことができました。
　訪問は 200 世帯を超えました。ユーカリが丘地域も、少子
高齢化の波は止まらず、一人暮らしの高齢者世帯は、今後
益々増加していきます。歳を重ねても、元気で自分らしい暮ら
しを安心して続けていくためには、住み慣れた地域での温か

な支えあいや見守りが重要と
なります。
　民生委員の方々には、コロ
ナウイルス感染防止に細心の
注意を払いながら訪問いただ
き誠にありがとうございました。
長引くコロナ禍で、人とのつ
ながりが希薄になる中、久し
ぶりの友愛訪問はとても喜ん
でいただきました。今後も状
況に鑑み、見直しを図りなが
ら、この事業を継続していこ
うと思います。

市民公開講座 
スマホで楽しく遊んで脳トレしよう！

2021 年 11月14日（日）10 時～ 12 時
志津コミュニティーセンター大会議室

（共催：NPO法人ユーカリタウンネットワーク）
　昨年度に続き、尾崎戦時氏に講師をお願いし、スマホを生
かす活用術として、何でもカルチャー【スマホで楽しく遊んで
脳トレしよう！】を今年度も開催し、31 名の参加がありました。
尾崎戦時氏の優しい話し方で、無料アプリケーションの出し方
や楽しみ方、また、グーグルレンズの使い方などを教えていた
だき、1時間 30 分が「あっ」と言う間に過ぎました。
「来年度も開催してほしい」「もう少し時間がほしかった」「コ
ロナで接触するのはできないが、もう少し近くで教えてほしかっ
た」など、嬉しい声が多くありました。
研修事業部としても年間行事予定に組み込んで充実した講習
会にしていきたいと思っています。

研修事業部長　桒原妙子

志津４地区社協合同の歳末施設訪問
　毎年12月に、志津 4地区社協（志津・志津南・西志津・ユー
カリが丘）内にある高齢や障がいの福祉施設にタオル等を持参
し訪問しています。今年度も、コロナ感染が少し落ち着いたこと
もあり、12月1日（水）に各地区社協が 11 施設に訪問し、当
地区社協は4施設を担当しました。
　ユーカリ優都苑とユーカリ優都ぴあを訪ね、玄関先でタオルを
お渡しながら近況についてお伺いしたところ、天気の良い日には

入居者の方 と々近くを散歩
したり、また、入口付近に
設置したテーブルとイスで、
家族との面会が再開され
たとのことでした。
　職員の皆様の労をねぎ
らうと共に、コロナが収まり、
一日も早く日常の生活が戻
ることを祈りながら、施設
を後にしました。
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　昨年 10 月下旬から 11 月にかけて、本年度内に 80 歳と 90 歳を迎えら
れた方々に長寿のお祝い品を贈呈するとともに、永年に亘る社会貢献に感
謝の意を表しつつ地域社会への参加とご指導の継続をお願いする「ありが
とう事業」を実施しました。
　当事業は、佐倉市が令和 2 年度から実施している新敬老事業で、地域
住民の敬老意識の高揚を図るとともに高齢者の地域参加推進や生きがいの
醸成を図る目的で「地区社会福祉協議会」からの事業提案に対して、審
査のうえ予算の範囲内で事業交付金を交付して実施するものです。
　当地区社協では本年度 80 歳・90 歳の方 414 名を対象として記念品と
感謝のメッセージを贈呈するとともに、地域内 4 小学校の協力を得て児童

約 1,000 名からの手紙や折り紙に託した感謝のメッセージを同封させていた
だきました。贈呈にあたっては、コロナ禍の下ではありますが感染予防対策
を万全にしたうえで対象者宅を訪問して玄関口で直接にメッセージを伝えさ
せていただきました。
　贈呈の際には丁寧なお礼の言葉を頂戴し、アンケート葉書（内容は別途
掲載）には感謝の言葉があふれており特に小学校児童のメッセージに対す
る感激の言葉には、胸を熱くするものがありました。
　配布に携わっていただいた自治会の方々や福祉委員各位に感謝しますと
ともに、次年度以降の事業継続にもご協力をお願いします。

会長　髙崎照夫

長寿のお祝い品とメッセージをお届け

＊＊ お届けした方々からよせられたコメント ＊＊
○ありがとうございます　　( 同様 52)
○心温まるお手紙、小学生のお手紙・折り紙　可愛かったです。（同様 45）
○井野小のお手紙楽しく拝見しました、2 年生の皆様　元気でこれからも勉強してくだ
さいね
○志津小　○○さん　とっても上手にきれいな字でお手紙をありがとう。（同様 5）
○直接の訪問　久しぶりで大変うれしかった、つい長話になってしまった。（同様 15）
○記念品も良いが、次は、小学生達と芋掘りや稲刈りやミカン狩り等も一緒にやりたい。
○孫がいないので涙が出ました、お気遣いありがとうございました。
○思いがけないお祝いをしていただきとっても嬉しかった、子供さんたちの心のこもっ
た折り紙にホッコリした。これからも元気で毎日楽しい日々が過ごせればと思う、皆
様によろしく！！感謝！！（同様 9）
○民生委員の方、大変だと思いますが、これからも直接の訪問で様子を見てください。
○心温まるプレゼントに感激いたしました。志津小学校の生徒さんに会ってお礼が言い
たい心境になりました。
○高齢の為　人と接する機会があまりありませんので気にかけていただけると有難いで
す。
○2年前に主人が頂いたのを忘れてました。ありがとうございました、元気で頑張ります。
○感激しました、嬉しい気分になりました（同様 6）
○係の方 2 名と楽しくお話しました。社協の方は素晴らしいよ、折り紙迄気を使ってい
ただきありがとう
○気配りいただきありがとう、今年も出羽三山をあるいてきました。いつまでも自力で
歩けるよう頑張ります。
○米寿卒寿白寿目指して　頑張ります。（同様 10）
○生きている甲斐がありました、これからも続けてください。
○お粥は好きではありません、美味しくない。タオル・クッキー・おせんべい・記念に

残る物等の方が良い。（同様 5）
○お祝い記念品として五養粥セットはちょっと。菓子セットの方が一般的のように思え
る
○食物は好き嫌いがあるので良いと思わない。少額でも現金の方が好きな物を買える
○五養粥大好きです。　美味しくいただきました。（同様 3）
○個人情報がなぜ入手できたのか疑問。何か他に目的がおありか？アンケートには答え
ません
○美味しくいただきました、よく考えられたお品だと思いました（消化に良い・日持ち
する・軽い・籠が使える）
○敬老の日の行事の代わりとして　良い企画だと思います。
○記念品は欲しい人だけで良い、社協は困っている人に寄り添う事をしてほしい。
○とてもうれしい企画でしたが、明るいうちに届けてほしかった。（同様 2）
○継続してください。
○今後は中止した方が良い。
○子供たちにもお年寄りにもどちらにも良いことだと思います。
○申し訳ありませんが、社協にはなじみがありません。
○入院中で、代理の物が受け取りました。退院してからゆっくり頂きます、優しい心あ
りがとうございました。
○思いがけず　傘寿を祝っていただき大変うれしかったです。（同様 2）
○費用が無いのはわかるが、お粥というのは淋しい気がする。
○この度は本当にありがとうございました。折り紙についニッコリ、飾っています、五
養粥美味しくいただいています。
○ありがとう、可愛いお手紙に元気をもらいました。この子供たちが安心安全に過ごせ
る街づくりにご協力できればと健康に気を付けていきたい思います。協議会の皆様の
日ごろの活動に心から感謝します。

ありがとう事業

準備の様子

届け物の内容

小学生からの手紙

記念品贈呈風景



第34回全志津社協少年野球大会
2021 年 6月26日（土）～9月26日（日）下志津スポーツ広場
　この野球大会は、志津 4地区社協（志津・志津南・西志津・
ユーカリが丘）が合同で開催し、志津少年野球連盟に加入
している 8 チームが、トーナメント方式で戦う大会です。今年
度も、コロナウィルス感染予防のため、開会式・閉会式は、
少人数で簡素化して行われました。
　決勝戦では、ジュニアコスモスが 6 回に同点とし、時間制
限によってタイブレークとなりましたが、佐倉ビクトリーが 7 回に
得点をあげ優勝しました。選手の皆さん、お疲れ様でした。
そして、陰で支えていただいた役員、保護者の皆様に感謝
申し上げます。

　志津コミュニティセンターグラウンド
　8 月 28 日（土）第 26 回志津 4 地区社協杯争奪サッカー
大会が開催されました。
　快晴微風の絶好の天候に恵まれて、志津 4 地区社協 ( 志
津・志津南・西志津・ユーカリが丘 ) エリア内の志津・ユー
カリが丘・中志津 SCに所属する小学 1 年生～ 4 年生 19 チ
ームが、学年毎に優勝を目指して熱戦を展開しました。
　試合は 5 人制フットサル形式で、コート4 面を使って 48 試
合が行われ、コロナ禍のために観戦者の数をしぼり、声援も
控えめに感じましたが、選手の熱気あるプレーが目を引いてい
ました。表彰式では志津地区社協安田副会長から各賞が手
渡されました。

志津４地区社協杯争奪サッカー大会

エンジョイズ

上志津フェニックス

佐倉ビクトリー

西志津クラブ

ジュニアコスモス

ユーカリベアーズ

佐倉フレンド

中志津パワーズ

4

8

7

4

9

8

0

7

1

3

6

1

6+1

6+0

佐倉ビクトリー

上志津フェニックス

中志津パワーズ

1

16
中志津パワーズ

「3位決定戦」

優　勝：佐倉ビクトリー

準優勝：ジュニアコスモス

第３位：中志津パワーズ

決勝戦スコア

佐倉ビクトリー ジュニアコスモス

優秀選手

試合の様子

福祉功労者表彰おめでとうございます
　日頃の地域福祉活動に貢献されている個人や団体を対象
に、福祉功労者として、佐倉市社会福祉協議会が表彰をし
ています。例年ですと式典が開催されていますが、新型コロ
ナウイルス感染を鑑み今年度も式典は中止となりました。
当地区社協の福祉委員、及び、地域の団体が表彰されました。
おめでとうございます。（敬称略）

◆特別功労賞（会長表彰後 10 年）
　秋山辰彦、北川信人
◆会長表彰　( 福祉委員 8年以上 )
　尾澤キミ江、柴田順子、水谷典子、松村尚幸、
　高橋京子、高美修次、中野貞己
◆会長感謝状（多額寄付団体）
山万グループ（６社連名：山万㈱、ワイエム
総合サービス㈱、山万ウィシュトンホテル㈱、
光陽㈱ 、㈱ユーカリファーム、（福）ユーカリ
優都会）



　ホームページで、『子ども食堂のルーツ』と検索する

と、2012 年に東京都大田区東矢口の「気まぐれ八百

屋・だんだんこども食堂」が第 1 号と紹介され、

2021 年 12月には全国で6,000 か所に増えています。

　佐倉市での第 1 号は、NPO 法人ほっとすぺーす・

つきが臼井駅近くで活動を開始し、毎年少しずつ団

体が増えていきました。2019 年には、活動をしている

団体間の交流や情報共有などの観点から『～ごはん

でつながる仲間たち～　さくらあったか食堂ネットワー

ク』が発足され、現在は 11 団体が加盟し、様々な

地域で活動をしています。

　子ども食堂に寄付された、お米やお菓子・野菜な

どの情報を、グループ LINE 等を使ってリアルタイムで

共有されています。寄付の受付や受け取り、各団体

への引き渡し、また定期的な会議など側面的支援を

佐倉市社協が担っています。

　Facebook で『～ごはんでつながる仲間たち～　

さくらあったか食堂ネットワーク』で検索すると、

各団体の活動の様子が掲載されていますので、興

味がある方は各団体に連絡されるか、佐倉市社協

（043-484-6033）に問い合わせをしてください。

※下記のマップは『～ごはんでつながる仲間たち～　

さくらあったか食堂ネットワーク』で作成された各団体

の紹介マップです。

まちの話題

佐倉市の子ども食堂



　今年の冬は寒かったです。日本海側では豪雪に苦労
し、また全国的なコロナウイルスによる感染不安。冬季オ
リンピックが終わるや、ウクライナへの侵攻が勃発。梅の
花がほころび、希望にあふれる春がそこまできているの

に、私たちにできること、また
するべきことには、何がある
でしょうか？ 皆で考えましょう！

　K・Y

イオン幸せの黄色いレシート キャンペーン
　「イオン幸せの黄色いレシート キャンペーン」は、イオ
ンが地域のボランティア団体を支援するためにに実施して
いるキャンペーンです。毎月11日の「イオン・デー」に、
レジ精算時に受け取った黄色いレシートを地域のボランテ
ィア団体名が書かれた店内備え付けの BOX に投函して
いただくと、レシート合計の 1％分の品物をイオンが各団
体に寄贈する取り組みです。投函 BOXは、西街区 1F 
食品レジ前と西街区 3F フードコート入口に設置されま
す。皆さまご協力をお願いいたします。
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　第６回ユーカリが丘地区住民交流チャリティゴルフ選
手権大会が令和3年 10月12日（火）に盛大に開催され、
当日のチャリティ基金 5 万円を、『ユーカリが丘地区住民
交流チャリティゴルフ選手権大会実行委員会』様から、
当地区社協に寄付をいただきました。
　保谷実行委員長や今井実行委員から「当日は 88 名
が参加。92 才の M さんがジャンケン大会で優勝し、ゴ
ルフ場から提供されたゴルフバックを獲得されました」と
の報告もありました。

福祉委員を募集中
当地区社協エリアにお住まいの方で、活動に協力し
てくださる方を募集しています。活動内容等詳しい
ことは、当地区社協の事務局に連絡してください。
＊連絡先：043-460-1781
＊事務局員勤務：火･水･金の 13 時～ 17 時
＊http://yukari-shakyo.jp/

活動内容等詳しい
絡してくださだ い。

時 佐倉市社会福祉協議会
のマスコットキャラク
ター　ふうりっぷ


