
問合せ・連絡先 天王台地区社会福祉協議会（天王台地区社協） 事務局 
開 設 日 時   月～金曜日（祝日 及び 第２・４火曜日は休み） 

午前９時～１２時・午後１時～４時 
所 在 地   〒270-1144 我孫子市東我孫子 1-41-33 近隣センターこもれび内 

・FAX ０４－７１８３－９００９ E-mail：tennoudai@abiko-shakyo.com 

                                                  

                                                                

                

                

                

                

               

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

    

              

                 

                 

             

  

   

 

        編集後記 
 春になっても社会の状況は殆ど変わらず、マス

クやアルコール消毒が“普通”になってしまい、 

今までの日常が“思い出”になりつつあります。 

 天王台地区社協の各部会活動もイベントやレギ

ュラーの活動が殆ど中止になり、本「ゆうゆうだ

より」も、事前の広報部会会議も開けぬまま、各

担当同士が項目別にメール情報交信を積み重ね、

編集が進みました。 

委員の私は十分にお役に立てないので、早く元

に戻って、作業の手伝いや意見交換やイベントが

楽しめるようになればいいなと思います。 

 こんな中、主人の実家の房総へ月に１～２回行

くのですが、未だに慣れない少し小さ目の畑作業

をしながら、季節の野菜や花を見て、少し気持ち

が癒される今日この頃です。 

 今は我慢の時ですが、できる事を探し、体を動

かして、また皆さんと楽しく活動できる日まで、

もう少し頑張りましょう！（Y/S） 

（Ｙ/Ｓ） 

   

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

この季節の草花だより 
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NO7６  令和 3年４月 

幼児と保護者の集い「のびっ子クラブ」 
開催日・内容 

① ５月１７日（月）ミニ運動会  

② 6月 21日（月）紙コプター遊び 

③ 7 月 １日（木）ボーリング 

④ 7月 19日（月）ポリ袋風船で遊ぼう 

場  所：①②④ 近隣センターこもれびホール 

     ③   天王台北近隣センターホール 

受付時間：午前 10時～ 

終了時間：午前 11時 30分 

対  象：未就園児と保護者 参加費：無料 

定  員：保護者とお子様 20組/40名まで 

申し込み：開催月の 1日～電話にて（休業日除く） 

※③7/1開催分につきましては 6/1㊋～申込開始 

親子体操や手遊び、紙芝居等。 

季節の行事を取り入れた遊びで 

親子・保護者同士のふれあいを 

楽しめます。 

お元気まんてん教室 
～天王台地区高齢者なんでも相談室との共催～ 

開催日：①6月 22日（火）②７月２１（水） 

時 間 10時～12 時/①②とも同じ内容です 

内 容：オンライン（Zoom）で会いましょう 

※Zoomの使い方講習です。参加費無料。 

定 員：各回 15名（要予約） 場所：未定 

詳細・予約は天王台地区高齢者なんでも相談室 

    に電話（7182-4100）下さい。 

おしゃべりサロン 
開催日：➀５月２４日（月）②７月２６日（月） 

※6月はシニアいきいき講座歌声編となります 

場 所：天王台地区社協活動室（こもれび内） 

時 間：１３時３０分～１５時 参加費：無料 

定 員：１２名（先着順/要予約） 

申込み：開催月の１日～電話にて 

どなたでも参加できます。脳トレ 

やコグニサイズ体操等、心と身体 

を健康にしましょう。 

イベント情報のお知らせ～参加の際はマスクの着用・検温をお願い致します。 
なお、今後も市の「新型コロナウイルス感染防止に係る対応」に基づき、中止する場合もあります。 

「シニアいきいき講座―健康体操編」 
～天北・こもれびまちづくり協議会との共催～ 

開催日・場所： 

① ５月２６日（水）近隣センターこもれびホール 

② 6月 27日（日）天王台北近隣センターホール 

③ 7月 25日（日）近隣センターこもれびホール 

時 間：１３時３０分～１４時３０分 

定 員：25名（要予約/先着順）参加費:無料 

 

新企画「シニアいきいき講座―歌声編」 
～こもれびまちづくり協議会との共催～ 

プロの歌唱指導とピアノ伴奏で、 

懐かしい昭和歌謡を一緒に歌いましょう♪ 

開催日時：6月 28日（月）13時 30分～15時 

場  所：近隣センターこもれびホール 

定  員：40名（要予約/先着順）参加費:無料 

健康体操編・歌声編共通 

申込み：開催月の１日～電話にて（休業日を除く） 

持ち物：上履き・飲料 

天王台地区社協（通称）は、天王台駅をはさみ、北側に｢天王台北近隣センター｣、南側及び

東我孫子駅側に｢近隣センターこもれび｣の二つの「まちづくり協議会」の範囲（我孫子中学

校区）で地域福祉の拠点となり、地域の皆様の参加と協力で「福祉の街、天王台」を目指し

て福祉事業を展開しています。

 春の陽気とともに花の季節となりました。東高 

野山自治会は我孫子中学校の東側、我孫子郵便局

の西側に位置し、約３３０世帯あります。自治会 

区域内にはニつの公園があり、大きな桜の木もあ

って見事な桜花を見せてくれます。 

 自治会では、平成２６年に市民手作り公園「天 

王台南公園花の会」を発足させ、自治会の専門部 

である環境部と協力し、花の会の有志が中心とな

って、自治会の区域内にある天王台南公園と東我

孫子４号公園に花壇を作り、花を植えています。 

 我孫子市においても平成１０年度からはじめた

「市民手づくり公園事業」に同時に登録し、花苗 

や肥料、花壇づくりのレンガの無償提供、また公

園内の土地の仕様を許可など、積極的に花の会の

活動を支援して頂いております。手作り花壇の植

栽、維持管理の為の水やり、花壇の草取りなどの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手間のかかる作業も大変ですが、きれいに手入れ 

された花のある公園は、気分が晴れて心が癒され

ます。また自治会内の環境美化の一助になってい

ます。花の会の皆様に感謝を致し、地域コミュニ

ティによる魅力ある公園づくりがいつまでも続

くことを願っております。 （E/Y） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わが町会はこんな処～東高野山自治会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きい花なので、花色には白などもあります。ス

ミレ科は日本以外にもかなりの種類があり、世界

に 400種以上、日本で 50種以上と云われてい

ます。タカネスミレ、エイザンスミレ等があり、

普通に花が終わった後、閉鎖花という開花しない

花が出て地下に潜り結花します。（H/S） 

 

   スミレ 
 基本、スミレという 

名の花は一つです。こ

れは日本原産で葉は少

し長く花は紫色、４～

5月に咲きます。一般

的に目に多く留まるの

はタチツボスミレでし

ょうか。日本のどこに

でも咲き薄紫の花をつ

け、環境による変化が 
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            地域の安心・安全 Maｐ「柴崎編」のお知らせ   
  

  

 

               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

新型コロナ禍により「おびしゃ」縮小・中止が相次ぐ今年の正月行事
 「おびしゃ」は関東地方、特に千葉県全域で行 

われ、正月に徒歩（かち）で弓を射て、その結果 

で１年の豊凶を占う神事。関東地方では祭りの共 

同飲食だけになったところが多いとされています。 

 所が今年は新型コロナで、おびしゃ開催が様変 

わりしましたので、その一端をお知らせします。 

岡発戸～１月１７日（日）実施、八幡神社にて神 

主の祝詞、氏子役員による榊奉納、八咫烏と鬼の 

的射後、岡発戸会館内での区長、神主の挨拶と区 

総会（事業報告、会計報告、討議）及び宴会の行 

事は中止し、決算書と仕出し料理の配布後、御頭 

渡し（おとうわたし～次年度当番への引継）を以 

って終了しました、参加者は約５０名でした。 

都部～１月１０日実施、本年はコロナ禍の為八 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

新型コロナウイルスワクチンの接種について 
現在、国は新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについて、安全性・有効性の確認を最優先に、すべての国民

に提供できる体制を整備しています。 

今後、国で承認されたワクチンの供給量に応じて、順次ワクチン接種を実施していく予定です。 

本市においても、有効で安全なワクチンが供給され次第、速やかな接種が可能となるよう、国から示されるワクチ

ン接種の優先順位を踏まえ、接種体制の構築を進めており、高齢者には 4 月以降に、それ以外の方にはワクチン

の供給に併せて接種券を順次送付する予定です。 

高齢者のワクチン接種について 
4 月中旬以降に高齢者向けワクチンの配分が開始される予定ですが、配分開始当初はワクチンの供給量が非常に少

ないため、市内の高齢者施設入所者を中心に接種を開始する予定です。ワクチンが安定して供給されるようになり

次第、高齢者の接種の予約受付を開始いたしますので、お待ちください。 

開始時期等が決定しましたら、広報あびこ、ホームページ等でご案内いたします。 

接種の同意について 
ワクチン接種は強制ではありません。新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供を行った

うえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。 

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自ら

の意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。 

接種順位について 
当面の間、確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて、順次接種を進めていく予定で

す。接種の優先順位は、以下のように想定されています。 

優先順位 

1．医療従事者等（新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む）に直接医療を提供する施設の医療従事者等） 

2．高齢者（令和 3年度中に 65歳以上に達する方） 

3．基礎疾患を有する者（慢性の呼吸器の病気・慢性の心臓病（高血圧を含む）などで現在治療中の方） 

4．高齢者施設等の従事者 

5．60歳から 64歳の者 

6．1から 5以外の者 

※ワクチンの供給量などにより、順位は細分化される可能性があります。 

接種券（クーポン券）の発送について 
現在、国が示している優先順位に応じて、対象の方に順次、ワクチン接種の接種券（クーポン券）を発送する予定

です。高齢者には 4月以降に、それ以外の方にはワクチンの供給に併せて順次発送する予定です。 

※今後、国が示すスケジュールによっては変更する場合があります。 

接種方法について 
原則として、事前の予約が必要となります。予約方法等については、現在、コールセンターとインターネットでの

予約について準備中です。予約の開始日が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。 

我孫子市新型コロナワクチン接種コールセンター（3月 1日開設） 

〇電話番号：0570-000-981（予約開始日未定） 

〇受付時間：午前 9時から午後 5時 30分（平日のみ） 

〇対応内容：予約等の受付に関するお問い合わせ 

接種場所について 
原則として、住民票のある市町村での接種となります。 

接種の場所については、医療機関での接種を中心とした個別接種を予定しています。 

詳細が決まり次第ご案内いたします。 

接種回数について 
1人 2回の接種となります。ワクチンの種類により、3週間から 4週間の間隔で接種する予定です。 

接種費用について 
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。 

車のすれ違いは出来ませんし、小学生の登校時に 

車とすれ違うことも多々有りますので、双方が十

二分に注意して通行しないと、思わぬ事故に遭う

場合もあり、注意が肝要です！ 

 

 柴崎地区は柴崎神社前の通りを挟んだ旧市街

とその西側に広がる新興住宅街で形成されてお

ります。地図上で「狭く急坂」・「狭く暗い」と表

記された道路は、旧来の道幅しかありませんので 
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接種についてのお問い合わせは 
我孫子市新型コロナワクチン 
接種コールセンター 
電話番号：０５７０－０００－９８１ 

我孫子市ホームページに掲載 （随時更新 ）の 

「新型コロナウイルスワクチンの接種に関するお知らせ」について  ご存知ですか？  
  
 

 

 
 

 

坂神社の氏子３名と自治会役員２名及び宿当番の

４名、総計９名の実施としました。 

神事は通常通り行い、参加人数が少ない分通常 30 

分程掛かる所、短時間で終了しました。 

新年会・宴会も中止し弁当を参加者に配布し 1 時

間程で終了しました。 

岡発戸新田～コロナ禍により中止しました。 

かつては当番の家での開催でしたが、集会所開催

に変更し、平成 11 年からは水神様と八幡様おび

しゃを統合して 1 回の開催に変更しました。課題

は当番 2 軒に掛かる時間と労力が膨大で、本年の

自治会総会では、おびしゃは継続するが、料理や酒

等の宴会方法を令和２年・３年度自治会長が検討

し、来年度のおびしゃを実施すると致しました。 

（2021.3.16 掲載記事） 


