
日時：１０月１６日（日）１０時～１４時 

場所：住民活動ふれあいまつり会場内（ふれあいプラザさかえ） 

参加申込み締切：７月１５日(金)締切 説明会：７月下旬（予定） 

対象者：子育て中のママ 栄町在住・在勤の方 

出店予定数：８ブース（予定） 

１ブースの大きさ：１，８ｍ×１，８ｍ（机１台 １，８ｍ×６０ｃｍ） 

  

支援 センター 

だ よ り 
活力あるまちづくりを進める活動の拠点として 

栄町住民活動支援センター 

２０２２  №２１８ 

６ 
2 面…団体の情報を発信しよう！ 

3 面…ひと・もの掲示板 

4 面…登録団体一覧 

 

コロナ禍は終息には至っていませんが、今年の住民活動ふれあいまつりは、従来通り１０

月の第３日曜日に開催します。今年度も昨年同様、密を避けるために、内容を少し変更して

行います。若い人も一緒にまつりに参加して欲しいと願って「ママまつり」（仮称）と男女共

同参画事業のパネル展と川柳を企画しています。新しいふれあいまつりをみんなで作りまし

ょう！ 詳しいことは支援センターまでお問合せください。 ℡０４７６－８０－１７３３ 

住民活動ふれあいまつり２０２２を開催します！ 

令和４年１０月１６日（日）１０時～１５時 ふれあいプラザさかえ、駐車場 

※雨天の場合は会場を全て、ふれあいプラザ内に変更して行います。 

住民活動ふれあいまつりの会場で行う 「ママまつり」（仮称）＝ママの手作り市＝ 

住民活動ふれあいまつりの会場で行う 男女共同参画事業 「川柳」 

 育児中のママが特技を生かした手作り品を販売し、収入を得ることで、充実感を持つととも

に地域のにぎわいと交流の機会を生み出し、ママの笑顔あふれる「ママまつり」を行います。 

どなたでもご参加できます。「ママまつり」に参加しませんか。 

詳しいことは支援センターまでお問合せください。 

男女共同参画に関する川柳を作ってみませんか。まつりの会場に掲示します。 

９月頃から募集を開始する予定です。投稿をお待ちしています。 

 「おい！」じゃない 名前があると おばあちゃん（最優秀賞作品 見本） 

  家事とくい 今は男の売り文句（入選作品 見本） 



  ◆◆団体の情報を発信しよう！！◆◆ 

支援センターでは、団体のイベント等の情報を発信するお手伝いをしています。毎月発行する「支援

センターだより」への掲載や、支援センターホームページへの随時掲載等でお知らせします。 

◆掲示板 

◆情報ラック 

◆ファイリング 

◆支援センター

だより 

◆ホームページ 

◆◆情報の持ち込みについて◆◆ 

「イベント情報掲載申込書」に内容等記入のうえ、ポスター、チラシ等を添えて提出して下さい。 

Fax、メールでも受付します。 

問合せ：住民活動支援センター  TEL ０４７６－８０－１７３３ Fax ０４７６－８０－１７３５ 

                e-mail：s-sien@pluto.plala.or.jp 

 

※団体の情報の掲示、掲載については「住民活動支援センター」に「団体登録」をする必要があります。
登録はいつでも受付けていますので、受付にお申し出ください。 

団体紹介パネル展 

 

 支援センターサロンでは、地域で活

動している団体を紹介する「団体紹介

パネル展」を開催しています。分野ご

とに、1ヶ月掲示します。 

ぜひご覧ください。 

 

【7月】 

＝環境＝ 

・キャンドルナイトの会 

・栄町さくらの会 

・ZERO 

・花エコ栄 

 

 

【6月】 

＝文化・スポーツ/男女共同参画＝ 

・童謡を歌う会 

・のら里くら里 

健康ウォーキングの会 

・俳写倶楽部（旧フォト五七五の会） 

・栄町を愛する女性の会 

 

 

 

 

会員募集 
 

《陶芸クラブ》 

陶芸技術の向上と創造性を

高め会員の親睦を図り、陶器

づくりに励んでいます。 

 

活動日：第 2・第 4金曜日 

    10時～17時 

場所：ふれあいプラザさかえ 

 

《キープフィット栄》 

健康のための運動を通して、

介護予防を行っています。 

 

活動日：毎週水曜日  

10時～12時 

場所：ふれあいプラザさかえ 

《栄町俳句会》 

作句の基礎的学習、会員相互

の親睦を目的に活動。 

 

活動日：第 1金曜日 

    13時～16時 

場所：ふれあいプラザさかえ 

 

《俳写倶楽部》 

写真と俳句の組合せを楽し

み、展示会や各キャンペーン

に投稿しています。 

 

活動日：第 4土曜日 

13時～ 

場所：ふれあいプラザさかえ 

 

※支援センター掲示板に「会員募集」を掲示している団体を

紹介します。詳細は支援センターにお問合せ下さい。 

・支援センターに設置されている掲示板に、イベント開催等のポスターを掲示。

開催日の 1ヶ月前を目安に、A3サイズまで、持ち帰り用チラシも設置でき

ます。 

・「会員募集」のポスターは A4サイズまで。 

・支援センターに設置されているラックに団体のチラシ等を配架できます。 

 （団体の会報誌・会員募集チラシ等） 

・チラシ・ポスター等を持ち込まれた場合は施設内の書棚にある「団体別ファ

イル」に情報としてファイリングします。 

・毎月月初発行の「支援センターだより」に情報を掲載します。掲載希望月の

前月末までに情報をお寄せください。 

尚、編集の都合によりご希望に添えない場合があります。ご了承ください。 

・「お知らせ」に随時情報を掲載します。 



これまで、安食駅などの「町の顔」といわれる場所では３０年以上にわたりボランテ

ィアの方々が花植え活動を続けて来られました。今年度からその方々の思いを引き継い

で、町職員の有志で声掛けしながら活動をすることになりました。町職員の有志は昨年

の８月に行った「協働のまちづくり」研修をきっかけに住民の人たちと共にまちづくり

を進めて行きたいと考え、グループを作りました。この事業に賛同して支援センターで

は住民への声掛けを行いました。 

 ５月２８日（土）花植え作業、活動スタートです。安食駅南口ロータリーの花壇にコ

キア６０本とマリーゴールド５００本を植えました。参加者は役場有志と町民ボランテ

ィアあわせて２３名。花の植え方を教えてもらい、縦一列に並んで黙々と植えました。

花壇が広く、今までこの花壇の手入れをして下さった方々の大変さ 

を知りました。安食駅北口、役場前、ふれあいプラザなどの花植え 

が終了しました。夏には緑色、秋には赤色のコキア、マリーゴール 

ドとの黄色のグラデーションが楽しめると思います。栄町を訪れる 

人や住民の方々にとってこれらの「町の顔」が気持ちのいい場所に 

なることを願っています。 

役場グループの人は「こんなにたくさんの人が集まってくれる 

とは思いませんでした。うれしいことですね。これからも 

「みんなで一緒に」「できるときに」栄町を花で飾りながら、 

地域のつながりを作っていきたいです。」と語ってくれまし 

た。町民、駅を利用している方などどなたでも参加できます。 

支援センターでは今後も応援していきます。 

●次回活動日：６月１８日（土）９時～１２時 

       安食駅南口ロータリー集合 

 

  

●ゆずる！ 

◆学習机、イスをゆずります。 

机の上の本棚は取り外し出来ます。傷もなく

良い状態です。 

自宅（栄町竜角寺台）に取りに来てくださる

方を希望します。 
 

「ひと・もの掲示板」は情報交換

コーナーです。さまざまなひと・

ものの提供者と必要としている人

で資源（技術やもの）が行きかう

出会いの場です。 

・これができる！ 

・これをゆずります！ 

・人手を求む！  等 

情報を募集していますので、支援

センターにお問合せ下さい。 

 

お問い合わせは住民活動支援センターまで 

 Tel ０４７６－８０－１７３３ 

 

【ひと・もの掲示板】 

＝「町の顔」を花で飾ろう！＝  花植えボランティア 

花植え終了！お疲れ様でした 

みんなで５６０本植えました 



・FDS 

・絆 MBC 

・北辺田ミニバスケットボールクラブ 

・子ども食堂さかえ 

・栄町更生保護女性会 

・栄町少年野球連盟 

・すまいるキッズ広場 

・田中子供会 

・図書室ボランティアおはなしの会 

・竜角寺台小学校 PTA 

・アレグロ 

・あじきカトレアフラサークル 

・一般財団法人松木平剛敏メモリー 

・色鉛筆画「すみれの会」 

・オカリナサークル風の詩 

・キープフィット栄 

・キャンバス栄 

・クレッシェンズ 

・ココナッツアイランド栄 

・コール・クレッシェンド 

・（公社）日本 3B体操協会千葉県北支部 

・サカエマジック 

・さかえサイクリングクラブ 

・さかえ書道サークル 

・栄町カラオケ愛好会 

・栄町囲碁愛好会 

・栄町吹奏楽団ドラムウィンドアン

サンブル 

・栄町俳句会 

・栄町舞踊連盟 

・ジェンマ 

・下総栄太鼓 

・自遊会 

・手話ダンスさかえ 

・太極拳どらむ 

・ダンスサークルシャーロット 

・陶芸クラブ 

・陶遊会 

・童謡を歌う会 

・ニットサークル 

・のら里くら里健康ウォーキングの会 

・俳写倶楽部（旧フォト五七五の会） 

・布鎌惣社水神社を守る会 

・文武育成会 

・房総会 

・みもざハーモニカアンサンブル 

・民謡・三絃の会 

・若葉クラブ 
 

 

〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食 938-1 ふれあいプラザさかえ 1階 ＴＥＬ：0476-80-1733 ＦＡＸ：0476-80-1735 

 Eメール：s-sien@pluto.plala.or.jp  http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=947 

栄町住民活動支援センター 

＝栄町住民活動支援センター利用登録団体 分野別一覧  104団体＝ 

＝ 
気になる活動や団体はありませんか？感染症対策をして団体は活動を再開しています。会員募集や、

ボランティア募集をしている団体もあります。詳細につきましては支援センターにお問合せ下さい。 

・いきいき長生き体操 

・NPO法人助け合いネットさかえ 

・NPO法人ねむの里 

・傾聴ボランティア「つぼみ」 

・サロン酒直台 

・栄町シニア運動クラブ 

・栄町ノルディックウォーキングの

会「わらび」 

・栄町パープルシニア運動クラブ 

・栄町朗読奉仕会 

・サン燦の集い 

・CSもも 

・セーフティネットすまいる 

・たすけあいネットワークフレンズ 

・楽しく木・もくウォーク 

●保険、医療又は福祉の増進を図
る活動 

・明るい社会づくり栄カトレアグループ 

・生涯学習栄カルチャークラブ 

・栄町古文書学習会 

・安食駅前・美化清掃友の会 

・安食台福寿会 

・NPO法人さかえランドバンク 

・NPO法人住みよい地域づくり推進 

協議会 

・認定 NPO法人ドラゴンカヌーさかえ 

・おやぢの台所さかえ 

・上町ふれあい会 

・けやきの会 

・さかえ市民みゅーじかるの会 

・栄町ライオンズクラブ 

・栄町地区連絡協議会 

・栄町地区連絡協議会 OB会 

・酒直寿会 

・下町を元気にする会 

・たんぽぽの会 

・2区町内連絡会 

・のら市の会 

・花のネットワーク「フラワーサミット」 

・花・花 H２O 

・みゅーじかるを支える会 

・水と緑の新田保全会 

 

●まちづくりの推進を図る活動 

・さかえ菜園クラブ 
 

●農山村地域の振興を図る活動 

●学術・文化・芸術又はスポーツ
の振興を図る活動 

・カンナの会 

・キャンドルナイトの会 

・さかえ水土里の会 

・栄町さくらの会 

・ZERO 

・TOEIまるの会 

・花エコ栄 

・辺引霊苑管理組合 

・水と緑のチャリクルさかえ 

・悠遊亭庭園整備チーム 

環境の保全を図る活動 

・栄町赤十字奉仕団 
 

●災害救援活動 

・千葉県ユニセフ協会 

・ポレ・ポレ 
 

●国際協力の活動 

●子どもの健全育成を図る活動 

・栄町を愛する女性の会 
 

●男女共同参画社会の形成の促
進を図る活動 

・パソコンを楽しむ会 

・PCサポート．Com 
 

●情報化社会の発展を図る活動 

・栄町商工会女性部 

 

●経済活動の活性化を図る活動 

●活動団体の運営又は活動に関
する連絡、助言又は援助の活動 

・NPO法人まちづくりサポート 

        ひとまち倶楽部 
 
※自治組織 38 団体は掲載していません。

令和 4年 5月現在 
 

●社会教育の推進を図る活動 


