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支援 1・2 月 
合併号 

＝街中のごみ拾いをしよう！＝ 

 令和４年１１月１２日（土）ふれあいプラザ

さかえ周辺のごみ拾いを行いました。参加者は 

２３名。今回は千葉経済大学の学生さんも参加

して下さり、ふれあいプラザさかえ周辺の落ち

葉を掃除してすっかりきれいになりました。 

周辺のポイ捨ては目に見えて少なくなったよう

に感じます。 

継続することで 

街は少しずつ変 

わっていくよう 

です。 

 

ご協力ありがとうございました。 

日時：２月４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。 

ちょっとボランティア募集中！ 

 令和５年２月１９日（日）３年ぶりにリバー

サイドさかえドラムマラソンが開催されます。

昨年の１１月にふれあいプラザさかえ周辺の

ごみ拾いを行いましたが、マラソンの前に再

度、周辺のごみ拾いを行い、参加される方たち

に気持ちよく走っていただきたいと思います。 

居心地のいい街に多くのお客様をお迎えしま

しょう。 

 少しの時間、ご協力をお願いします。 

＝ごみ拾いをしました １１月１２日（土）＝ 

マラソン当日応援旗を配布してくれませんか 

支援センター事業 

 クリーンアップ９３８ 

１月から作り始めたマラソンの応援旗が出来上

がりました。２月１９日のマラソン当日、会場

で応援旗を配ってくれるひとを募集します。 

８時３０分ふれあいプラザ玄関前集合 

 

大声は出せませんが、旗を振って選手の皆さん

を応援しましょう！ 

 

※応援旗は前日まではふれあいプラザさかえ 

１階住民活動支援センターに、当日はふれあい

プラザさかえ玄関前に設置しています。ご自由

にお持ち下さい。 

◆ちょっと 
ボランティア◆① 



  

     団体名           活動内容 

NPO 法人助け合いネットさかえ 会員制の生活支援（家事支援、介護支援等）/全日 

NPO 法人ねむの里 しょうがいのある人たちの就労の場 ・「ねむの木レストラン」（火～日）9時～16時 

・「お菓子工房」（月～金）9時～16時・工房「幹」（月～金）９時半～１５時 

傾聴ボランティア「つぼみ」 町内の高齢者福祉施設等での傾聴活動 

サロン酒直台 高齢者の生きがいづくりのサロン/第 2・4（火）10時～14時 

栄町シニア運動クラブ 健康増進、保持、健やかな身体作りのための健康体操/（金）14時～16時 

栄町ノルディックウォーキングの会「わらび」 ノルディックウォーキングを通し、介護予防、健康増進/（水）10時～12時 

栄町パープルシニア運動クラブ 高齢者の介護予防と親睦を図るための健康体操/（金）10時～12時 

栄町朗読奉仕会 町広報、小説、エッセイ、新聞記事を朗読し CD作成、町民に届ける/随時 

サン燦の集い 健康寿命の延伸や介護予防のための運動/（水）9時～10時 

CS もも 多くの方から特技、経験、生き方等の話を聞く会を開催/第 3（土）14時～17時 

セーフティーネットすまいる 町内の高齢者の見守り、声かけ、安否確認、悩み相談等/随時 

たすけあいネットワークフレンズ ふれあいサロン「風楽っと」他、高齢者が安心して暮らせる地域づくり 

楽しく木もく・ウォーク みんなで楽しくウォーク、親睦を深め健康に留意し若さを維持/（木）14時～ 

貯筋体操 椅子に座って歌いながら筋力アップする体操/（金）9時～11時 

 

町内で活動している団体は、コロナ感染拡大に気をつけながら活動を継続しています。今年こそは興味のある

活動に参加してみませんか？センターに登録している団体を活動分野ごとに紹介します。 

◆保健、医療又は福祉の増進を図る活動◆ 【登録団体紹介】 NO.1 

     団体名           活動内容 

安食駅前・美化清掃友の会 栄町の玄関口「安食駅」周辺の美化清掃活動（毎月末日） 

安食台福寿会 安食台 2，3，4丁目に在住する 60歳以上対象の老人クラブ 

NPO 法人さかえランドバンク 空き家バンク登録の普及活動や、講習会、研修会等を行うために必要な知識

の習得と空き家に対する管理サービスの実施 

NPO 法人 

住みよい地域づくり推進協議会 

・住みよい地域づくりを推進するため幅広い分野で調査研究・文化財の保存

作業に対する支援・地産地消活動を通して地域経済の活性化を図る 

認定 NPO 法人ドラゴンカヌーさかえ ドラゴンカヌーの運航を通して、水辺と緑の環境を生かしたまちづくり 

カヌー運航/随時 

おやぢの台所さかえ 料理の技術を学びながら食の大切さを考え、仲間づくりと地域の交流/第 2（土） 

上町ふれあい会 栄町さざんかクラブ連合会の一員（ゴミゼロ運動、ボランティア事業、スポ

ーツ大会、グランドゴルフ、カラオケ発表会等） 

けやきの会 安食台 1・5・6丁目集会所を拠点に、けやきサロン「陽だまり」、防犯パト

ロール、小学生の登下校見守り、ふれあい花壇「たんぽぽ」の整備等 

さかえ市民みゅーじかるの会 ミュージカルを通して、栄町に古くから伝わる伝説を語り継ぎ、栄町の活性

化をはかる/ミュージカルの公演に向けた稽古/第 1・3（日） 

 

◆まちづくりの推進を図る活動①◆ 

     団体名           活動内容 

明るい社会づくり栄カトレアグループ 明るく住みよい地域社会を目指し、ゴミゼロ運動や家庭教育等の活動/随時 

栄町古文書学習会 町に残されている古文書の解読を通し町の歴史、文化を学習し発表報告 

第 1・2・4（木）13時～16時 

生涯学習栄カルチャークラブ いきいきさかえ塾、学校、自治体等へ講師派遣、自主講座の企画、開催/随時 

 

◆社会教育の推進を図る活動◆ 



     団体名           活動内容 

栄町ライオンズクラブ ライオンズ国際協会のもとに世界の平和に貢献する活動、地球環境美化、青少

年育成・麻薬撲滅、献血・献眼、災害支援、社会福祉支援等の活動/随時 

栄町地区連絡協議会 地域課題の共有、行政との連絡会議、自治組織間の情報交換等 

栄町地区連絡協議会 OB 会 会員相互の親睦を図ると共に栄町の地域活動の向上・充実を目指し、自治組織・

福祉団体等への協力/随時 

酒直寿会 地区高齢者の相互交流、親睦等の生きがい活動・グランドゴルフ等のスポーツ

活動・神社清掃、空き缶収集等の奉仕活動/活動により随時 

下町を元気にする会 下町地区を元気（活性化）にするための活動。下町集会所を基点に住民の見守り等 

たんぽぽの会 住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域の支え合い活動 

・サロン/第 1（木）・病院送迎、買物支援・日常生活支援・高齢者見守り/随時 

2区町内連絡会 安食 2区 3区（鷲町・仲町・下町）の自治活動の活性化を図るため、連絡会を

開催し情報の共有をする/随時 

のら市の会 のら市の開催、地産地消の推進、昔遊びや伝統行事の継承/第 4（日） 

花のネットワーク 

「フラワーサミット」 

植栽活動をしている団体、個人が連携交流を図り、花を通して心地よい町づくりを目指

す。ふれあいプラザさかえの花壇整備/第 2（土）15時～16時（6～9月 16 時～） 

花花 H2O 安食駅から役場への緑道で植栽活動を基本に「緑道をお出かけロードに」を合言葉に堀

口橋下「あいあいアート広場」緑道周辺の植栽・清掃活動/第 2（土）9時～11時 

みゅーじかるを支える会 「さかえ市民みゅーじかるの会」の目的達成のため主体的にサポート/随時 

水と緑の新田保全の会 須賀新田地区内の農用地、水路、農道の点検、維持管理 

自治組織  町内 38団体 自治活動 

 

◆まちづくりの推進を図る活動②◆ 

◆農山村地域の振興を図る活動◆ 

◆災害救援活動◆ 

◆男女共同参画社会の形成の促進を図る活動◆ 

     団体名           活動内容 

栄町を愛する女性の会 講演会、研修会に参加し、お互いの信頼を育て交流を深める。町の行事に協力/随時 

 ◆経済活動の活性化を図る活動◆ 

     団体名           活動内容 

栄町商工会女性部 栄町のまちづくりのための協力やイベント各種への参加等/随時 

 ◆国際協力の活動◆ 

     団体名           活動内容 

さかえ菜園クラブ 野菜栽培技術の研鑽を積み収穫を楽しみ、各イベントに参加/随時 

 

     団体名           活動内容 

栄町赤十字奉仕団 地域のイベント、まつり等の救護ブース担当、地区別防災訓練の手伝い、献血

の手伝い、病院での奉仕活動 他/行事に合わせ活動 

 

     団体名           活動内容 

千葉県ユニセフ協会 千葉県内でのユニセフ活動。ユニセフパネル展、ラブウォーク、講演会開催等/随時 

ポレ・ポレ 使用済み切手、書損じハガキを集めユニセフ募金につなげる活動/第 2（木）10時～ 

 ※次号でも、引き続き活動団体紹介をします。 

  団体の詳細については、住民活動支援センターにお問合せ下さい。℡0476-80-1733 



 

〒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 

 江戸時代、成田詣でで賑わった旧なりた道を成田山新勝

寺までのんびり歩きます。（約 12㎞） 

 

日時：2月 25日（土） 8：30～12：30 ※雨天中止 

集合時間：8：3０ /9：00 スタート 

集合場所：JR安食駅北口 

コース：白山（百庚申）―酒直（多宝院・素羽鷹神社）－ 

房総のむら（休憩）－坂田ヶ池－二宮神社－ 

北総鉄道湯川駅（休憩）－埴生神社（三宮）－ 

成田山新勝寺本堂（12：30） 

定員：50名（申込先着順）   

参加費：500円（当日徴収） 

申込み受付：２月 1日（水）～2月 22日（水） 

申込み： 

①持参：ふれあいプラザさかえ 窓口（月曜日休館） 

    住民活動支援センター「のら里くら里健康 

ウォーキングの会」レターケース 

②郵送：栄町安食 321－2 塚田 

③FAX：0476-95-7247 

④メール：tsukada@w.email.ne.jp 

問合せ：のら里くら里健康ウォーキングの会     

℡090-3406-4771 中澤 

 孟宗竹を使って竹灯りを作りません

か。毎年 6月第 1土曜日に、役場横緑

道で行う環境イベント会場に作品を展

示します。 

 

日時：2月 25日（土） 

   10：00～12：00 

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 

   ※工具は準備しています。 

申込み期間：2月 7日（火） 

～2月 21日（火） 

問合せ：キャンドルナイトの会 

   ℡090-4241-8769 鈴木 

２/25 みんなで作ろう 
＝竹灯り＝ 

参 加 

 ２/25 なりた道ウォーキング 

◇ちょっとボランティア◇② 

ちくちくボランティア募集   「ロバ隊長を作ろう！」 

地域や職域・学校などで 認知症サポーターを養成する講師役を認知症キャラ 

バン・メイトと言います。 ロバ隊長は、認知症サポーターキャラバンのマスコッ

トキャラクターです。 栄町では、オレンジサロンさかえが小学生向けの認知症に 

ついて学ぶ認知症サポーター養成講座を開催しています。参加してくれた小学生

に認知症サポーターとして、目印にロバ隊長のマスコットを差し上げています。 

このマスコットは地域の方がボランティアで作成してくれています。 

1月から、ふれあいプラザ内の住民活動支援センターに製作キットを設置してありますので、作れる

方は自宅で作成し、支援センターまでお持ちください。皆様のご協力をお願いします。       

問合せ：住民活動支援センター TEL０４７６－８０－１７３３ 

 

「ロバ隊長を作ろう！」 

★日時：３月 17日（金）10時～12時 

★場所：住民活動支援センター 交流サロン 

★持ち物：針 糸 はさみ など 


