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第２回福祉委員会を開催しました

佐倉小学校

「毎日を あいさつヒーロー かかさずに」 ６年 隈本悠斗

「とどけあいさつ 相手の心に ひびけあいさつ 気持ちをこめて」

６年 ランデル麻耶

「咲きほこれ 心の花束 あいさつで」 ６年 髙木凜香

「あいさつの 笑顔のパワーは 無限大」 ６年 佐藤琴音

「元気の種 笑顔で明るい あいさつを」 ６年 荒原空翔

「「おはよう」と その言葉だけで 地域の輪」６年 神尾明里

「街中に 笑顔という名の 花が咲く まずは一言 ｢こんにちは｣｣

５年 若林優和

「あいさつは 笑顔の町の 第一歩」 ５年 上野 雫

「あいさつは 言葉でつなぐ 笑顔の連さ」 ５年 石川璃星

「あいさつで まちが明るく 活性化」 ５年 豊田来実

令和元年１０月６日に佐倉東部地区社会福祉協議会の第２回福祉委員会を開催しました。

今年度の敬老の集いが中止となった経緯もあり、８月に予定していた福祉委員会を延期し、前期の事業活動報告、

今後の事業活動計画について話し合いました。特に、敬老の集いに変わる「集いの場づくり」事業について学校区

ごとに活発な意見交換、打合せが行われました。その後、今後の事業活動について、事業部ごとに打合せが行われ、

盛会のうちに閉会しました。

今回は真部会長のあいさつの後、佐倉市社会福祉協議会の谷野様より、議会に敬老意識の高揚を図るような事業

案が出されましたが結局、今年の「敬老の集い」が中止になるまでの経緯の説明がありました。

現段階では来年度以降の「敬老の集い」についても白紙ですが、佐倉東部地区社協としては粘り強く実施してい

ただく方向で要望していきたいと思います。

今年も、佐倉東中学校、佐倉小学校、佐倉東小学校、白銀小学校の児童・生徒にあいさつ標語を募集し

たところ、８４１点という多数の標語が集まりました。その中で各学校１０点、合計４０点の特に秀逸な

下記の標語を大賞として表彰いたします。

令和元年度第５回佐倉東部地区社会福祉協議会 「あいさつ標語募集大会」 大賞作品

あいさつ標語募集大会を開催

佐倉東小学校

「あいさつの種 みんなにまいて 明るい未来」６年 江川幸佑

「おはようで 朝の道が温まる みんなの心は光輝く」６年 藤代佑梨

「あいさつは 元気があふれる みなもとだ みんなの心に 花がさく」

６年 岡田知優

「朝の道 みんな気持ちをこめて 「おはよう」を」 ６年 坂田右京

「光さす 明るいひびき 朝の声」 ６年 釣﨑春太

「声かけが 生み出す笑顔と 世界の輪」 ６年 平良美緒

「あいさつは 今日の心を 動かすよ」 ５年 黒田翔稀

「あいさつは 町中キラキラと 明るくさせるおまじない」

５年 飯塚絢羽

「あいさつは 笑顔になれる 愛言葉」 ５年 佐藤真菜

「キラキラ笑顔で あいさつすれば どんどん広がる 友情の輪」

５年 深野玲音

佐倉東中学校

「あいさつは こころがひらく あいことば」３年 平田心碧

「おはようと 言われてはじまる 私の１日」３年 神さくら

「あいさつで 伝わる気持ちは 無限大」 ３年 小川龍聖

「挨拶と その笑顔が 朝の種」 ３年 中島優花

「「おはよう」と 今日も笑顔で スタートだ」 ２年 坂田華音

「あいさつで 地域の明り 灯そうよ」 ２年 南雲莉緒

「挨拶で 君の元気な 笑顔咲く」 ２年 伊藤孝一郎

「あいさつは 笑顔がうまれる いい言葉」 １年 石井誠矢

「あいさつで 笑顔あふれる 町づくり」 １年 夏海乃愛

「あいさつで 心に優しい 灯がともる」 １年 飯田真彩

白銀小学校

「おはようの その一言が 笑顔の種」 ６年 櫻井 輝

「あいさつを かわす心は 日本晴れ」 ６年 柴崎賢人

「あいさつは みんなをつなぐ バトンだよ」５年 桑折奏希

「あいさつは 人とのきずな 深くなる」 ５年 圖司真夕

「つなごうよ 心と心 あいさつで」 ４年 中村佑月

「あいさつの 笑顔の花たば とどけよう」 ４年 佐藤なつみ

「あいさつで 心のとびら ひらこうよ」 ３年 山本羽琉

「あいさつで 心がひろがる あおぞらに」 ２年 岩いあんじゅ

「「いただきます」をすると おなかがすくよ「こんにちは」を

すると きもちがいいよ」 １年 こまつざきりさ

「ありがとう うれしいきもちが あふれるよ」 １年 あまがいのどか



今年度の各事業活動について

交流事業部

★ ２０２０年２月１６日（日）には、ミニ運動会、３月２０日（祝）にはふれあいコンサートを

予定しています。

★ ミニ運動会は、白銀小学校区の「集いの場づくり」事業と合同で実施する予定です。

（大玉ころがし、輪投げ、ベーゴマ、卓球、玉入れ、ボッチャ／演奏、踊り、合唱など）

東中森林整備事業

【学校林で人と環境との関わりを学ぶ】

佐倉東中学校は、昭和６２年春に開校しました。その際、用地買収に当たって学校用地の周辺も買収しま

した。その一部が学校林として供用されましたが、実態としては孟宗竹が繁茂し使えない状態でした。５年

前から「環境学習に供する」ことを目的に（公）国土緑化推進機構から毎年度３０万円の助成金を受け、さ

らに東部地区社協の資金（平成３０年度実績約２０万円）を投入し、森林整備事業として取り組んでいます。

毎月第２土曜日と第４日曜日に委員・ＰＴＡ・先生・地域ボランティアの方々による定期作業と生徒の

「竹林･雑木林における整備作業の体験、森の恵みの学習（植菌・収穫）、森林資源の活用と森の循環性」

などの森林環境教育プログラムを実施しております。昨年度の作業には延べ６６１名の方々が参加し、本年

度も順調に作業が進捗しています。

森林から収穫された「タケノコ」や「椎茸」は、学校給食の材料として供しています。今後、昨年度に着

手しました竪穴式住居、竹炭窯の早期完成を図り、タケノコ掘りやシイタケ収穫などで地域の方々との交流

を深めてまいります。
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支援事業部

【本町会館】１０月３０日

１０月３０日に本町会館で「茶話やかサロン東部」が開催されました。今回は近隣の地区の会合と日程が重なったこともあ

り、少人数（６名）の参加でした。通常は３０人くらい参加されることもあります。包括支援センターの竹内さんに「佐倉ふるさ

と体操」を教えて頂き身体をほぐしました。

一通り身体を動かし終わった後は、お茶を飲みながら世間話。前月と前々月の台風、大雨被害の記憶が生々しい時期で

もあり参加者の皆さんは近隣被害の様子など話しておられました。お昼近くに福祉委員の方々手作りの「おはぎ」を皆さん

で頂いて終了です。

今回参加者の中で最高齢の斉藤さん（８８歳）は会場まで３０分近く歩いて来られたとのこと。「この会が始まって以来１２

年近く参加しています。今回も楽しい時間を過ごすことが出来ました。参加して良かった」と楽しそうに語っておられました。

『茶話やかサロン東部』

【佐倉東中学校】６月１７日

『子育てサロンひろば』

【大蛇市営集会所】１１月１４日

今年度３回目の茶話やかサロンが、市営大蛇住宅自治会館で開催されました。当日は立冬が過ぎていましたが、穏やか

で小春日和の様な日でした。

参加者１８名、スタッフ９名、佐倉地域包括センターの社会福祉士・保健師さん２名で行いました。内容は保健師さんは「ノ

ロウィルスについて」と「インフルエンザについて」のお話、 社会福祉士さんは脳トレ、民生委員からは緊急医療情報キット

の説明・歓談等でした。

参加した皆さんは「次回弥勒町の茶話やかサロンも参加したい」と話されて帰路に着かれました。
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今年度も毎月、第１水曜日に栄町集会所で行なわれています。



編集後記 地区社協と市社協との関係
地区内の福祉課題やニーズに対して主体的・自発的に取り組む地区社協

に 対し、市社協は地区社協の活動に必要な財政支援をはじめ、情報提供、

地区社協相互間及び市社協との連絡調整などによる支援をします。

防犯・防災事業部

広報・啓発事業部

★ 台風１５号、１９号により、佐倉にも停電、洪水、冠水、土砂崩れ等々、甚大な被害をもたらし

ました。今回の台風によって大きな教訓を得られたと思います。大変だったで済ますことなく、

今回の事案を反省し教訓として、今後どのようなことが出来るかを話し合い具体的な対応策を

考えて行かなければならないと思います。

具体的な対応策、提案など福祉委員会、理事会、各事業部会

などで話し合い、地域防災に役立てていきたいと考えています。

★ 随時あいさつ運動を実施しました。

★ 月１回、夜間パトロールを実施しました。

★ 「東部地区社協だより」第８３号（本紙）を発行するための取材、写真撮影を実施しました。

★ ホームページを立ち上げました。

アドレスは、http://toubusakura.jp です、どうぞご覧ください。

誤字、脱字、その他の誤りなど、気が付いたらお知らせ下さい。

★ 取材の分担や活動方法について、随時、事業部会を開催し話し合いを行いました。

『ひとり暮らし高齢者昼食会』
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今年度１回目のひとり暮らし高齢者昼食会は、七夕に合わせて行われる予定でしたが延期となり、暑気払いとして、

７月３０日に実施されました。

今年度は実施できなかった「敬老のつどい」

に変わる事業として、各小学校区に分かれて

「集いの場づくり」を計画しています。

現在準備中の途中経過ですが、チラシを

紹介します。

２月９日（日）佐倉小と佐倉東小は合同で

ミレニアムセンターで実施予定です。

２月１６日(日）白銀小は白銀小学校で実施

予定です。

ご期待ください！

集いの場づくり事業の予告！


