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「令和３年度を振り返る」「令和３年度を振り返る」 若宮団地連合自治会若宮団地連合自治会

会　長会　長　平　山　　　満　平　山　　　満

　昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症
の影響により、計画された行事が中止せざる
を得ない状況が相次ぎました。また、連合自
治会館・集会所をご利用の皆様には感染拡大
防止策にご協力いただき心より感謝申し上げ
ます。
　さて、連合自治会では、令和３年度重点目
標として２つの取り組みを行ってきました。
課題の進捗状況についてご報告いたします。
⑴　若宮団地再生に向けてについて
　町づくり委員会、まちづくり協議会と一緒
になり、空き家をなくすためにはどうすれば
良いか。また、高齢者の移動手段の課題など
について、ワークショップを開催し参加者の
皆さまのご意見、ご提案を収集して令和４年
度に最終的なまとめに入る予定です。

⑵　地域防災力の強化について
　令和元年に市原市が募集した「住民自ら自
発的に防災計画を策定する団体」に応募して、
「若宮小学校区　地区防災計画」の策定に力
を注いできました。この計画の主な目的は災
害発生時の避難所運営の構築です。感染防止
のため低下する収容能力と避難所避難者の関
係把握のため避難先意向調査も行いました。
行政や小学校に協力を頂き約３年を費やして
この度、令和３年12月10日付けで市原市防災
会議にて承認されました。策定にご尽力頂い
た方々に心より感謝申し上げます。この承認
がゴールではなく、この計画書をもとに訓練
を重ねて、いざという時に役立てるようにし
て行きます。一層のご協力をお願いします。
行動目標は「自助・共助を基本とし発災時に
助け合う風土をつくろう」
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　環境美化を目的に、連合自治会では例年日
程を決めて団地一斉清掃を実施しています。
今年度は、12月５日㈰９時より行われました。

　公園や、自宅周辺の側溝など町会により掃
除の仕方は様々でしたが、多くの皆様にご協
力いただきました。ありがとうございました。

【３丁目町会：若宮小学校周辺の掃除】【３丁目町会：若宮小学校周辺の掃除】
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地域の皆様の安全を守るために12月20日か
ら23日まで４日間にわたり、午後７時から８
時まで、防犯委員18名、OB１名、連合自治
会より５名の参加を頂き計24名が４班に分か
れて「年末夜間パトロール」を実施しました。
拍子木を打ちながら「火の用心」と呼びかけ、
若宮団地の皆様の無事安泰を願いながら町内
巡回パトロールを行いました。パトロール後、
異常の有無を確認して無事終了しました。
防犯委員会では防犯活動にご協力いただけ

る方を募集しております。活動内容につきま
しては各防犯委員に問合せをお願いします。
委員一同心よりお待ちしております。

【防犯委員：中西　正子】
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【四街道市グリーンスローモビリティ【四街道市グリーンスローモビリティ
実証運行を体験する協議会の役員】実証運行を体験する協議会の役員】

【今から夜間パトロールに出発です】【今から夜間パトロールに出発です】

若宮団地も高齢化が進み自宅から自治会館
やコンビニ、郵便局、バス停までの移動が困
難な方々もだんだん増えており、コロナ禍も
ありますが、外出する機会も減ってきている
ように感じます。最近高齢化の進んだ団地内
の交通手段としてグリーンスローモビリティ
が実用化試験を経て、国内の高齢化した団地
で導入が進んできています。若宮団地におい
ても、まちづくり協議会で市原市と検討を進
めているところです。

グリーンスローモビリティとは 
【５つの特長】
①Green	◦CO2	排出量が少ない電気自動車
②Slow	 ◦時速20km未満
③Safety	◦速度制限で安全。高齢者も運転可
④Small	 ◦小型なので狭い道でも問題ない
⑤Open	 ◦窓がない開放さが乗って楽しい

【活用場面】 
①地域住民の足として	
　１）バス停迄の足として	
　２）高齢化が進む地域内の足として	
　３）将来的に自動運転可
②ちょこっと輸送	
駐車場から施設まで	施設から施設まで	
市原市でも2022年度の予算で実証試験を計
画したいとの話も伺っています。
　お楽しみに！
（まちづくり協議会　会長　吉井　正勝）

うまく利用すれば便利！
買い物バスダイヤ

現在、若宮団地～八幡宿駅のバス便は極め
て少ないですが、うまく利用すれば駅前での
１～３時間の買い物のバス便として使いよう
があります。一度試してみてください。

若宮団地　～　八幡宿駅　(平日 )
行き 帰り 買い物時間若宮団地(ローソン前) 八幡宿駅東口発

午前

9：43
10：08
10：43
11：03

11：20
14：05
14：50 1時間～3時間

午後

13：43
14：28
14：48
15：28

15：18
15：47
17：48 1.5時間～3時間

【町づくり委員会：交通至便分科会】
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防災訓練の実施

「1
いち・ご

・5会」の近所づきあい

1丁目

4丁目

11月21日（日）に１丁目防災訓練を行いました。
コロナまん延防止の観点から一部の訓練を中止せ
ざるを得ず安否確認と本部設営訓練、本年度購
入したテント設営に留めました。自主防災会役員
が、ハンドマイクで訓練の開始と各戸の安全確認、
「無事ですタオル」の掲示、訓練への参加の呼び
かけを行いました。
結果は町会員全世帯中11世帯の確認が取れま

せんでしたが、今後はこの数字がゼロになるように

して行きたいと思います。
当初の計画では、起震車体験、AED使用体験、
水消火器による実放水訓練、災害時の炊き出し
訓練などを行う予定でしたが、来年度に再度計画
したいと思います。その時には多数の方の参加を
お願いします。　　　　　　　　　（平田　育雄）

毎月最終日曜日は側溝掃除です。道路を挟ん
で対面する21軒の通称「1

いち・ご

・5会」の方々が、朝９
時掃除道具を手に一斉に掃除を始めます。45年間
も続いている行事です。掃除の時間は30分、無
理せず自由参加でペナルティなし。きれいな通り

を維持しています。掃除の最後は、ブロック長が
町会役員会の報告をします。よって、このブロッ
クは「防災・安否確認訓練」「避難先意向調査」
等、提出率100％でした。「1

いち・ご

・5会」について、発
起人の市原さんは「入居間もない昭和51年、お茶
会をして知識や情報交換をする近所付き合いの場
として始まりましたが、時代の流れで今では月１回
の掃除が安否確認の場となりました」と語りました。
心地よく暮らすためには、つかず離れずの距離で
地域生活に安心感を持ち、何かあったらお互い助
け合える関係を築いて、「1

いち・ご

・5会」のように上手に
付き合っていきたいですね。　　　（伊豆　ゆう子）【掃除を終えて「【掃除を終えて「11

い ち・ごい ち・ご
・5・5会」の皆さん  2021.11.28】会」の皆さん  2021.11.28】

「12/５（日）東公園の
大掃除を行いました」5丁目

青空の中、東公園の大掃除を行いました。当
日は大人と子ども合わせて80名の参加がありまし
た。芝生だけのように見えた公園も、竹ぼうきや
熊手で掃くと落ち葉がたくさん出て来て驚きまし
たが、大勢の力であっという間に綺麗になりました。
公園の落ち葉は良い肥料になるそうで、家庭
菜園をやっている方が大きな袋を持って来てくれ
て落ち葉を持ち帰り、町会から出すゴミを減らす
ことができました。
砂場はスコップで掘り返し、また町内の空き家

の敷地境界外の草刈り、側溝に溜まった落ち葉
の回収、側溝の汚泥の清掃などこの機会でない

とできない清掃を行うことができました。
今年はコロナ禍でほとんど町会の行事が行わ

れず、この大掃除が一年の締めくくりとなりました。
マスクをつけて会話も最小の状況でしたがみん
なの顔を見ることができ元気をもらえました。来
年はぜひ、綺麗になった公園でレクリエーション
など会員親睦の機会をもちたいですね。

（品川　春美）

排水路周りの整備進む7丁目
長年落ち葉や枯れ枝で悩んできましたが、
やっと申請が通り見通しのよい景観に改善され
ました。今後とも、住民の皆さんのご協力と共

に住みやすい住居環境を
整えていきます。
（入江　啓一郎）
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集会所ホールをお借り致しまして、書道教
室を開設して、40有余年になりました。若宮
団地の皆様には大変お世話様になりました。
心から感謝申し上げます。微力乍ら指導を通
して、生徒の皆様が昨日より今日と上達され
ることが私の最大の喜びでございます。
又、書を学んでそれを誇りに心の糧になれ
ばと望んで居ります。早くコロナが終息して、

文化祭で、日頃の成果が発表できますことを、
心待ちにして居ります。これからも高橋書道
教室をよろしくお願い申し上げます。

高橋　啓子（真舟）

【小・中学校書初め課題作品を披露　2021.12.21】【小・中学校書初め課題作品を披露　2021.12.21】
稽古日　火曜日（第1、第2、第4）　17：00～20：00稽古日　火曜日（第1、第2、第4）　17：00～20：00

高橋書道教室高橋書道教室

平成23年若宮自治会館にて初めた、観世流
謡曲の謡いの会です。設立時11人で始め多少
のメンバーの入れ替わりがありましたが10年
になり、現在は13人で、第２、４金曜日午後
活動を続けています。

【謡の練習】【謡の練習】

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••自治会館・集会所利用サークル紹介自治会館・集会所利用サークル紹介

若若
わかわか

　　　　謡謡
ようよう

　　　　会会
かいかい

謡曲というのは、
「能」の内の舞や
囃子と狂言を除い
た言葉と謡いを言
います。従って一

曲謡うのに短い曲で二十分長い曲では一時間
以上掛かる物もありますが、お腹から声を出
して謡う事は健康にもとても良い事です。物
語が日本の歴史や地域を題材にした曲が多く
改めて勉強をさせて頂きながら謡っておりま
す。更に正しい日本語の文法と発生を勉強さ
せて頂いております。
初心者の方には別に第１、３金曜日と第２、
４土曜日初心者教室を行っており、夫々レベ
ルに併せた個人授業で謡曲を勉強しておりま
す。ご希望の方は是非ご連絡ください。

（問合先　鈴木　靖　☎090-9732-7791）

“楽しくなければ太鼓じゃない”がモットー
手業曲打ちや創作演奏を楽しんでいます。
地元若宮や近隣町会、高齢者施設の盆踊り、
八幡臨海まつり、上総更級国府祭りのオープ
ニング、フィナーレでの和太鼓演奏披露等々。
子ども達に夢と記憶を残すため、2003年どっ
こいしょ市原、2010年千葉国体オープニング
セレモニーでイメージダンスを披露。2012年

若　翔　太　鼓若　翔　太　鼓
からは福島復興支援活動。現在はシニアから
ジュニアまで21名で活動しています。
練習日　日曜日　14：00～17：00
問合先　阿部　忠昭　☎0436-43-2422

【練習時はマスク着用。撮影時のみ外しました】【練習時はマスク着用。撮影時のみ外しました】


