
  

 ２０２０年、リバーサイドマラソンのマラソ

ンコースをきれいにして参加者の方々に気持

ち良く走って欲しいという思いで始めた事業

です。２年間コロナ禍のため、マラソンは中止

でしたが、いつもゴミのないきれいな街にした

いと願ってごみ拾いを続けています。 

 今年度は２月にリバーサイドさかえドラム

マラソンが復活します。１１月、２月、ごみ拾

いを行い、人がつながり、 

居心地のいい街に多くの 

お客様をお迎えしましょう。 

 ご協力をお願いします。 

＝街中のごみ拾いをしよう！＝ 

支援 センター 

だ よ り 

コキアがきれいに紅葉しています。 

ふれあいプラザさかえの花壇にコキアが

きれいに紅葉しています。夏は緑色、秋は

きれいな赤です。苗を育て、植えて、水や

り、草取りなどいろいろなボランティアの

力を借りて、今見頃です。コキアは和名ほ

うき草と言います。枯れて来たら、乾燥さ

せてほうきを作る予定です。またお声掛け

しますので、お楽しみにお待ちください。 

真っ赤なコキアを見にきてください。 

 

活力あるまちづくりを進める活動の拠点として 

※次回は令和５年２月４日（土）実施予定です。 

ボランティア募集中！ 

まち情報 

１０月２０日撮影 

2 面…ちば県民活動 PR月間 

3 面…おじゃましまーす 

4 面…インフォメーション 

昨年の様子 

不思議なまるまる 

きれいな赤です。 

日時：１１月１２日（土） 
    ９：３０～１１：００ 
集合場所：ふれあいプラザさかえ玄関前 

作業内容：ふれあいプラザ周辺の清掃 

     ゴミ拾いなど 

持ち物：軍手など 

    ※ゴミ袋は用意します。 

申し込み・問合せ：住民活動支援センター 

     TEL０４７６－８０－１７３３ 

※コロナ禍のため事前申し込みをお願いします。 

栄町住民活動支援センター 

２０２２  №２２３ 

支援センター事業 

 クリーンアップ９３８ 
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＝ちば県民活動 PR月間って知っていますか！＝ 

千葉県では県民活動がより活発に展開されていくためには、県民の皆さんに県民活動をも

っとよく知ってもらい、より一層理解していただくとともに、団塊の世代や若い世代も含め

た幅広い年齢層の方々に、県民活動への参加促進を図ることが重要と考えています。そこで、

市民活動団体（NPO）やボランティアのことを広報・啓発していくため「ちば県民活動 PR

月間」を設け、市町村や市民活動団体等と連携しながらこの期間に集中的に県民活動を広

報・啓発することとしています。 

 栄町にも多くの住民活動団体が活動しています。興味のある方は、支援センターにお立ち

寄りください。活動団体紹介冊子を配布しています。 

【たすける】 

〇対象期間 :12月 1日から 12月 31日まで 

12月 1日は「NPOの日」（NPO法施行日）

です 

 ※県民活動・・・県民に自らが自発的に地域に存在する様々な課題の解決を図り、

地域社会をより豊かにしていこうとする社会貢献活動 

多岐にわたるボランティア活動。自分から進んで誰かのお役に立ったとき、人は「やって

よかった」「やりとげた！」「感動した！」といった喜びを感じるもの。“自分の人生も

ちょっと豊かに！」そんな活動をしてみませんか？ 

【ふれあう】 

〇車いす介助など体が不自由な方の手助け 

〇子ども食堂で子どもの支援 

〇農作業のお手伝い 

〇災害の被災地で復興をお手伝い 

〇施設入居の高齢者とのおしゃべり 

〇スポーツなどを通じた地域の交流活動 

〇外国人との交流の場に参加 

 

【まもる】 

〇観光に訪れる外国人への観光案内 

〇街かどの花植えなど観光客をおもてなし 

〇地域でゴミ拾いをして街をきれいに 

〇地域の防犯パトロール 

〇地域の祭りや伝統文化、芸術の伝承 

この内容は千葉県の事例です。栄町ではすべての活動内容はありません。 

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

＝千葉県 ボランティア活動冊子より＝ 

できることから はじめてみよう！ 
 

【おもてなし】 

【ボランティア活動】 
 



 

  

～安食台四丁目 秋祭り～    Ｒ４.10.1（土） 

 安食台四丁目自治会では、４年ぶりのお祭りを単独で開催し 

ました。 

 新型コロナウイルスの感染拡大状況などから、役員会等で検 

討を重ねて実施を決定したそうです。準備も以前と違い１日で 

できるように変えて行っています。 

 お子さんに人気の「くじ」は、早い時間にすっかり売り切 

れ…。お昼前には模擬店に長蛇の列ができて、さわやかな青空 

の下、大変な盛り上がりです。 

 模擬店の方に売れ行きについてお聞きしたところ、天気が良 

く予想以上に気温が高くなり、おでんなど温かいものが少し出ていないようだとのことでした。 

 昨今、お祭りなどの開催がなくなっている中、子どもも大人も楽しそうな笑顔がたくさんありました。 

今月は、２つの自治会の事業におじゃましました。どちら

も例年とは違うやり方や新しい内容を検討して開催して

います。 
おじゃましまーす 

～竜角寺台自治会 パソコン教室～    Ｒ４.10.4（火） 

 竜角寺台自治会では、情報化社会に生きる高齢者の皆さんを少 

しでも後押しできたらと考え「スマホ初心者講座」を３回シリー 

ズで開催することになりました。ガラケーがなくなるので不安だ 

とか、スマホを買ったけど使い方が良くわからない、といった高 

齢者の声はしばしば耳にします。 

 当日は、第１回目で「基本操作を覚えよう」というテーマで開 

催されていました。担当の方も驚くほど多くの申し込みがあり、３０名ほどの会員の方が参加していました。

参加者の方のスマホの使用状況をお聞きすると、「だいたい使えているけれど、確認のために参加した。」、

「登録したところだけ電話をかけている。」など、様々な状況のようで、まだスマホを持っていない方には

スマホが用意されていて、別室で丁寧な説明を行っていました。講師の方は、「いろいろな機能の説明を行 

うが、すべてを使う必要はない。ご自分で取 

捨選択してください。」とお話してされてい 

ました。 

  ～～＊～～～＊～～～＊～～～＊～～ 

竜角寺台自治会では、夏休みに「宿題をやろ  

う」や「こどもお楽しみ会」を開催するなど 

                            新しい事業に取り組んでいます。 

【取材】環境協働課 協働推進室 

子どもも、大人もじゃんけん大会！ 

金魚すくいやヨーヨー釣り、くじなどを子供向けに 

お昼前には行列となった模擬店 

わからないことは丁寧に指導 



 

 
参 加 

 

11/6 舞踊発表会 

 第 26回福祉チャリティ 舞踊発

表会を開催します。 

 

日時：11月 6日（日） 

   12：00～15：30 

※開場 11：30 

入場料：無料 

場所：ふれあいプラザさかえ 

   文化ホール 

問合せ：栄町舞踊連盟 

   ℡0476－95－1692 海保 

 

11/25 
   環境活動家 
谷口たかひささんの 

お話会 

 気候変動を止められる最後の世代

として些細なことでも、できることが

ないか一緒に考えませんか？ 

生活の一部として楽しみながら無

理なく継続できる取組みを考えまし

ょう。 

 

日時：11月 25日（金） 

   10：00～12：00 

場所：ふれあいプラザさかえ 

3階 視聴覚室 

講師：谷口 たかひささん 

   「地球を守ろう」代表 

   大阪府出身 31歳 

定員：50名（申込み先着順） 

参加費：無料・お話を聞いてからの 

ドネーション制 

（お話を聞いて賛同して頂 

けるようなら活動支援とし 

て寄付を受け付けます） 

問合せ・申込み：花エコ栄 

    ℡090-6523－8914 新海    

Hanaecosakae2021@gmail.com 

ミュージカル出演者・スタッフ 

第 9 回公演予定 

2023 年 8 月 6 日（日） 

布鎌に伝わる民話 

「白馬に乗った女神さま」（仮題名） 

「登録団体の皆様へ」 

 
町民の方々に向けて、情

報の発信をしませんか。 

団体のイベント情報や会員

募集などの記事を募集して

います。 

毎月発行の「支援センタ

ーだより」への掲載、支援

センターの HPへの掲示等

を行います。 

詳しくは支援センターまで

お問合せください。 

 

募 集 
 

 さかえ市民みゅーじかるの会で

は、第 9回公演に向け練習を再開

し出演者を募集しています。初心

者も大歓迎、コーラス、ダンスの

みの参加も OKです！ 

体験日を設けています。ぜひご参

加ください。 

 

体験日：11月 6日・20日（日） 

時間：13：00～17：00 

場所：ふれあいプラザさかえ 

2階 多目的ホール１  

※ボランティアスタッフ（小道具

づくり・練習、本番の進行等の

お手伝い）も募集中です。 

※体験日以外でも体験できます。 

 担当者までご連絡ください。 

問合せ：さかえ市民みゅーじかる

の会 

   ℡090-6004－9501 井上 

   ℡090-1215－0787 宇多 

～歩き・楽しみ・学び・ 

そして社会貢献～ 

 今年は「がんばりコース」として 

8．5キロコースを新設しました。 

「のんびりコース」は 4.5キロです。 

 

日時：11月 23日（祝・水） 

   雨天決行※荒天の場合中止 

受付 9：00～10：30 

※スタート時間別の申込み 

①9：00～9：30②9：30～10：00 

 ③10：00～10：30 

会場：千葉県立房総のむら、 

旧成田みちとその周辺 

集合場所：ドラムの里（房総のむら隣接） 

コース：○A 「のんびりコース」 

・ドラムの里－房総のむら－上総掘 

り足場見学－旧酒直小学校－亀の 

子池－みそ岩屋古墳－ゴール 

○B 「がんばりコース」 

・ドラムの里－みそ岩屋古墳－旧酒直

小学校－多宝院－旧成田みち－百

庚申－大芝土手－長門川－ゴール 

参加費：中学生以上 500円 

    子ども（4歳～小学生）200円 

※参加費はすべてユニセフ募金（ウク

ライナ緊急募金）となります 

定員：150名（事前申込み・先着順） 

申込み締切り：11月 18日（金） 

問合せ・申込み：千葉県ユニセフ協会 

℡043－226-3171（平日 10時～16時） 

ホームページ：www.unicef-chiba.jp 

 

〒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 

 毎年 6月第 1土曜日に役場横の緑

道で空き瓶や竹、紙袋を使った環境イ

ベントを行っています。このイベント

に向けて竹灯りを作る体験会を行い

ます。竹に穴をあけるだけで素敵な竹

灯りができます。 

 

日時：12月 11日（日） 

   13：00～15：00 

場所：ふれあいプラザさかえ 

   3階 工作室 

参加人数：8名（申込み先着順） 

参加費：1,000円 

持ち物：軍手、持ち帰り用袋 

申込み期間：11月 25日（金） 

       ～12月 8日（木） 

問合せ：キャンドルナイトの会 

   ℡090-4241－8769 鈴木 

 

12/11 みんなで作ろう 
＝竹灯り＝ 

11/23 ユニセフ・ラブウォーク 
in 房総のむら 

栄町住民活動支援センター 


