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令和3年度のワークショップ まとめ

重文千葉家の活用を考える会学習会

みんなで学ぶ地域の歴史

イベント班

屋号マップ班困りごと班

旧中学校活用班

新しいイベントの企画を検討しました。桜並木
の活用や、パラグライダー講習の開催などの意見
が出ましたが、現地を見てみないとわからないこ
とが多く、来年度は綾織町を、実際に見て回り、
課題の掘り起こしや、話し合いだけでは見えてこ
なかった、地域資源の発掘を、目指していくこと
になりました。

閉校になった綾織中学校の活用案について、検
討しています。今年度は、旧中学校に保存されて
いる物品（卒業写真、賞状、トロフィーなど）の
写真を撮影し、データ化に取り組みました。デー
タとして保存する作業に伴い、物品の整理も行っ
ております。来年度は、まだ撮影していない物品
のデータ化と、整理を行っていきます。

綾織町の屋号と由来を調べてマップ化。今年度
は、各区ごとに印刷したマップをひとつに合成し、
町全体の屋号マップを作製して、３月を目途に各
部落公民館への配布を予定しています。来年度は、
マップを元にした探訪会を検討しており、それに
合わせて、綾織町の見どころを調査し、見どころ
をまとめたマップの制作も視野に入れています。

地域が抱える課題解決に向けた話し合いを行っ
ており、今年度から、高齢者世帯の草刈りや除雪
を行う、有償ボランティアグループ「綾織町支え
あいネットワーク」が始動。草刈りが８件、除雪
が１２件の依頼を受けました。来年度は、ボラン
ティアメンバーの増員を目指すことと、その他の
地域課題の解決に向けた取り組みを、検討してい
きます。

今年度、4つの班に分かれて話し合われた内容を簡単にまとめました。

重文千葉家の活用を考える会は、千葉家に
関する勉強会を企画しております。

第一回 天女伝説と千葉氏

第二回 稲荷社の歴史

第三回 馬と人の江戸時代

2/22に今年度最後のワークショップ
を開催しました。今回は、令和３年度
の検討内容のまとめ、活動の振り返り、
来年度の活動の計画について、話し合
いました。

ワークショップは誰でも参加可能です、考えを形にすることが出来る場ですので、是非ご参加下さい！！

すでに第一回と第二回の学習会が終了し、
オンラインでの参加も含め、学習会には多く
の方が参加しました。３/６（日）には、第
三回の学習会が開催される予定です。
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【問合せ先】健康福祉の里 健康推進係 ☎68-3185（係直通）

日に日に厳しい寒さも和らぎ、春の陽気を感じられるようになりました。まだ路面には雪が残っていますの
で、歩行の際には気を付けるよう利用者の皆様に声掛けしていきたいと思います。
現在、新型コロナウィルス感染症が流行していることで、当施設の利用者の皆様には不要不急の外出を控え

るようお願いいています。今月は「寿司の日」があり、握り寿司を提供する予定ですので、少しでも楽しんで
いただければと思っています。

― 外出自粛中によい睡眠を確保するための５つのヒント ―

１ 毎日、普段通りの時間に起きて日光を取り入れましょう

２ 長い時間の昼寝をしないようにしましょう

３ 布団は夜に眠る時にのみ使用しましょう

４ お昼と夜のメリハリをつけましょう

５ １日・２日眠れないことがあっても気にしない
詳しい解説は
←こちら
（江戸川大学

睡眠研究所HP内）

江戸川大学睡眠研究所「（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策に伴う）

外出自粛中によい睡眠を確保するための５つのヒント」より引用

URL : https://www.edogawa-u.ac.jp/facility/sleep/sleeptips.html

よい睡眠を確保することは、
心身の健康にとても重要です。
普段から十分な睡眠とバラ
ンスの良い食事、適度な運動
で免疫力を高めましょう。

健康福祉の里 健康推進係 ☎68-3185（係直通）

☆おわかれ遠足楽しかったね☆

もうすぐ保育園とお別れする
年長児7人でお別れ遠足に出か
け、市民センターの体育館を貸
し切って体を動かして楽しんで
きました。「保育園で待ってい
るみんなにおみやげを…。」と
帰り道は風の丘でたい焼きを購
入。あお組さんからのたい焼き
を嬉しそうに食べる子どもたち。
みんなが笑顔になったおやつタ
イムとなりました♪♪1111111

★3月の予定

3日 6年生を送る会
第3回役員会

7日 誕生会

25日（金）は、全校で、これまで
お世話になった６年生に感謝の気持
ちを伝える「６年生を送る会」が行
われました。１年生が作ったペンダ
ント、２年生の歌と合奏、３年生の
ダンス、４年生の学校クイズ、さく
ら学級が全校に呼び掛けて完成させ
た「ありがとうの木」…どの学年も
６年生に「ありがとう」の気持ちを
伝えようと、準備から本番までよく
頑張りました。特に５年生は、この
会の企画・運営を担当し、大活躍で
した。５年生が作成した６年生の紹
介垂れ幕は、見事ステージ上で披露
され、６年生は本当にうれしそうで
した。
この１年間、常に「学校の顔」と

して全校をリードしてきてくれた６
年生。本当にありがとう！中学校で
も頑張れ！

■ありがとう ６年生！

■３月の行事予定

17日 修了式
18日 卒業式
23日 離任式

突風が吹いても、足元が泥だ
らけでもサッカーやオニごっこ
など体を思いっきり動かして遊
んでいます。
3月に行われる「6年生を送る

会」の準備を5年生が始めてい
ます。今度は自分たちの番と張
り切ってくれています。今まで
やさしくお世話してくれた6年
生に感謝の気持ちが届くように、
また、中学校へ行って頑張って
いくことができるように会を進
めていきたいと思います。
1 1 1 1 1 1 1

★日が長くなり、外遊びをする
子ども達が増えてきました

★3月の予定★

2日 誕生会・ひなまつり会
10日 おわかれ会
19日 卒園式



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 4/1 4/2

3月 カレンダー

燃えないゴミ
粗大ごみ

資源ごみ
紙・プラ容器

資源ごみ
ビン・プラ容器

資源ごみ
缶・ペットボトル
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<連絡先>
(小)綾織小学校 62-2803   (保)綾織保育園 62-2812   (児)綾織児童館 62-9062

(石)石上の園 60-1100   (駐)綾織駐在所 62-2137    (地)綾織地区センター 62-2838

《ごみは、きちんと分別し、収集日の午前８時３０分までに指定集積所に出しましょう！》

燃えるゴミ

燃えるゴミ

燃えるゴミ

燃えるゴミ

ICT(地）

ICT(地）

ICT(地）

千葉家学習会
味噌づくり

綾織っ子
パトロール

(地）

ヨガ教室(地）

区長会(地）

おわかれ会(保）

誕生会(保）

卒業式(小）

誕生会(児）

6年生送る会(児）

春分の日

ICT(地）

燃えるゴミ

ICT(地）

離任式(小）

修了式(小）

第3回役員会(児）

ひなまつり会(保）

卒園式(保）

久々にスペースが空きましたので、編集後記を書
かせていただきます。左のお知らせにもあるように、
来月号からミニ広報はカラーになります！これは嬉
しい！今まで印刷していて、これがカラーだったら
な…と何度思ったことでしょうか。それはきっと、
歴代の広報編集者も同じ思いだったことでしょう。
カラー版第一号の編集が出来ることにワクワクし

ております。写真も伝わりやすいでしょうし、内容
自体も、明るい広報が作れればと思います。（中）

地区センターからのおしらせ

カラー刷りに伴い、Ａ３サイズからＡ４サイズヘと
変更させていただきますが、今まで白黒でわかりにく
かった写真が、はっきりと見えるようになります！次
号をお楽しみに！！

ミニ広報あやおりが
来月号からカラーになります！！


