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佐倉市長より「令和元年
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会場を巻き込み熱弁をふるう古賀稔彦氏

50

山万千年優都の会の様子

街のトピックス
南ユーカリが丘からバチカンへ！
ローマ教皇の昼食会をプロデュース！
～オリベート ユーカリが丘店～
ローマ教皇フラ
ンシスコ氏が2019年
11月に38年ぶり史上
2人目の訪日をされ
ました。25日にバチ
カン大使館(正式名
称：駐日ローマ法王
庁大使館)で行われ
た昼食会において、
南ユーカリが丘でイ
タリアンレストラン・オリベートを経営する株式会社パシフィックプロジェ
クトが料理プロデュース及び提供を担当されましたので、ご紹介をさせて
いただきます。
今回の昼食会は、様々なテレビ番組や新聞記事等に取り上げられてお
り、多くの方にオリベートを知っていただく機会になったのではないで

「リラクゼーションコンテスト
JAPAN2019」スペースの部グランプリ受賞！
～Re.Ra.Ｋu ユーカリプラザ店～
ユーカリプラザ3Fにある
「Re.Ra.Ｋuユーカリプラザ
店」が、2019年10月17日に
行われた、日本リラクゼー
ション業協会が主催する年
に一度のセラピストの祭典
「リラクゼーションコンテ
ストJAPAN2019」のファイナ
ルにて全国2,395店舗の頂点
に立つ、グランプリを受賞されたということで店主にお話を伺いました。
今回の受賞は長きに渡りご愛顧頂きました、ユーカリが丘地域のお客様
のおかげでございます。厚く御礼を申し上げます。これからも、このグラ

鮮度重視のスーパーマーケットが
宮ノ台６丁目にオープン！

～生鮮市場てらお ユーカリが丘店～

宮ノ台地域に新たなスーパーマーケットが2019年12月6日（金）にオー
プンしました！その名も「生鮮市場てらお」。千葉県内で4店目となる生
鮮市場てらおは、山万ユーカリが丘線中学校駅から徒歩2分、山万ビオト
ピアプラザ1階、延床面積約2,100㎡、駐車場は約100台分あります。
オープン当日はオープニングセールも実施！店内はたくさんのお客様で
賑わい、「てらおが出来て良かった」といったオープンを喜ぶ声も多くあ
りました。
生鮮市場てらおのコンセプトは、生鮮を中心とした鮮度重視のお値打ち
商品を毎日必ず提供し、お客様に「また来たい」と言っていただくことを
大切にした売り場作りを行っているとのことです。
そのため開放感ある店内には、新鮮で豊富な種類の野菜や果物、精肉や
鮮魚がズラリと並んでいます。また、お客様が快適にお買い物を楽しめる
よう、高いケース、陳列棚をなくし圧迫感のない空間を創り出し、売り場
をわかりやすく見渡せるように工夫されています。
特に、生鮮市場てらおのこだわりは何といっても商品に対する思いで
す。生鮮を中心として、鮮度と価値ある価格、味を追求していくとのこと
です。

しょうか。本昼食会のテーマは「日本の魅力と千葉を元気に」。
ローマ教皇の日本滞在は大変な過密スケジュールでしたが、そんな中に
おいても日本の食の魅力も最大限にお伝えし、楽しい時間を提供すること、
また災害で被災をしている方に元気を届けること，この2点を株式会社パシ
フィックプロジェクトは目標とされたそうです。
昨年、千葉県は9月の台風15号・10月の台風19号と豪雨で未曽有の災害
に見舞われ、多くの家屋の被災がありましたが、同時に多くの農作物も
被災しました。今回の昼食会では、この災害で被害を受けた産地の食材を
ふんだんに使った料理が振る舞われました。「千葉を少しでも元気にした
い」という復興への思いを込めて、被害により質が良いのに出荷が出来な
くなってしまった食材を使用したそうです。
現在、オリベートの店舗では、本昼食会で提供されたメニューの一部を
実際にお召し上がりいただくことができます！ユーカリが丘店限定のアラ
カルトとして、パスタとデザートをお召し上がりいただけます。
また特別コースとして、ローマ教皇昼食会のメニューもお召し上がりい
ただけます。(特別コースはディナーのみ、要予約、1日2組限定となりま
す)ぜひこの機会に、オリベートユーカリが丘店へ足をお運びください。
南ユーカリが丘13-1ガーデンラベニュー南ユーカリが丘3街区

店舗
予約専用☎050-5340-8152 営業時間11:00～15:00（L.O.14:30）17:00～
情報 22:00（L.O.21:30）定休日 年中無休

ンプリ受賞に恥じぬよう、日々精進して参りますので、変わらぬご愛顧を
賜りますようお願い申し上げます。
当店はお客様が健康で笑顔で毎日を過ごせるよう、一人一人に合った施
術とアドバイスをさせていただいております。
肩甲骨ストレッチを取り入れたオリジナルのリラク系ボディケアで、
日々のお仕事・家事・育児でお疲れのお客様に、確かな技術と心地良いコ
ミュニケーションで、心身ともにリラックスした空間をご提供します。
お体の疲れを感じた際には是非、気軽にお立ち寄りください♪
また、今回のグランプリ受賞を記念して、「わがまち」をご覧のうえご
来店いただき、60分以上のコースをお選び頂いたお客様を対象に10分延長
無料とさせて頂きます。ご来店の際にスタッフへ「わがまち見ました！」
とお声掛けください。（期間：2020年3月末まで・1回限り有効）
スタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。
【リラクゼーションコンテスト情報】http://www.relaxation-net.jp/contest
ユーカリが丘4-1-4ユーカリプラザ3F

☎463-5536

店舗
営業時間10:00～20:00（最終受付19:30）
情報 LINE＠のお友達登録はこちら（お得な情報やクーポンを配信）➡

関店長より、「出店
したばかりで右も左も
分からず商売をさせて
頂いております。お客
様のニーズ・ウォンツ
に応えられないことが
多々あると思います
が、一歩一歩前進しお
客様に喜んでいただ
き、尚且つ愛される店
を創り出して行きます。よろしくお願いします。」といった心強い意気込
みの言葉を頂いております。
また、無理無駄を省き、全てオートメーション化されている現代社会の
流れに対して、生鮮市場てらおはお客様と近い距離で商売を行うお店を目
指していきたいという思いも頂いております。
新たな宮ノ台地域の利便施設「生鮮市場てらおユーカリが丘店」の誕生
によって、さらなる街の発展と活気の創出が期待されます。
「新鮮でお得なお野菜が買いたい」「おいしいお魚が食べたい」そんな
ご要望をお持ちのお客様、ぜひ生鮮市場てらおで今日の晩ごはんの材料を
お買い求めください。
店舗 宮ノ台6-4山万ビオトピアプラザ1F ☎497-6056
情報 営業時間10:00～18:00／定休日 水曜日

ユーカリが丘の福祉のまちに
「特別養護老人ホーム」が新しくオープンします！
社会福祉法人ユーカリ優都会は、2021年3月にユーカリが丘で2施設目と
なる「特別養護老人ホーム」をオープンさせるべく、建物の建設に着手し
ました。
そこで今回、どのような施設になるのかをユーカリ優都会事務局長代理
の髙崎徹さんに伺って参りました。
今回オープンを予定している「特別養護老人ホーム」は3階建ての建物
で、入所定員は100名を予定しています。居室は全室個室とし、ユニット
ケア方式でリビングや玄関などを配置し、お一人になりがちのご入居者様
同士の交流を大切にします。また、建物は「ユーカリが丘 福祉のまち」
エリアに建設し、もともとの豊かな自然環境を十分に活かした計画をして
います。今回の建物レイアウトでは「ご入居者がご家族や地域との繋がり
を感じていただける施設環境」をテーマに考えています。
具体的には、1階に「ご家族と繋がるファミリースペース」の他、ご家
族やお孫さんが訪問された際に一緒にくつろいでいただける空間として、
幅広い用途で活用できる様々な共用スペースを設けます。また、「地域と

の繋がり」を感じていただける空間として、約120㎡の大規模な「地域交
流スペース」を設けます。そこではガーデンと合わせてボランティアや地
域住民の方、学童保育をはじめとする地域の子供達との交流イベントを行
うなど、積極的に活用していきます。
この特別養護老人ホームの開設により、既存の「南ヶ丘病院」
、介護老
人保健施設「ユーカリ優都苑」
、学童保育併設型グループホーム「ユーカ
リ優都ぴあ」
、介護付有料老人ホーム「ミライアコート宮の杜」
、
「ユーカ
リが丘在宅支援センター」と高齢者の状況や状態に合わせて、ユーカリが
丘内で一法人による地域包括ケアが可能となる一連の施設が社会実装され
ることになります。
個人の価値観が多様化する現代社会において、人間としての本質的な価
値観やご入居者様の尊厳を大切にした介護施設としての運営を目指して参
ります。また、ご入居者様が地域コミュニテイといつまでも繋がりを持ち
ながら、
「共に支え合い・共に生きる」地域社会の創造を目指して参ります。
というお話を伺いました。新たな介護施設のオープンで、福祉施設が更に
充実し、安心・安全な老後の選択肢が増えますね。
施設 開設地：青菅字木ノ宮大割1023-14他(ユーカリが丘 福祉のまち内)
情報 お問合せ先：社会福祉法人ユーカリ優都会 青菅1010-5 ☎460-7117

ユーカリ優都会 介護職員募集中
ユーカリ優都会では、2021年3月にオープン予定の「特別養護老人ホーム」
の新規介護職員を募集しています。
新しくオープンする施設では、あなたの力を必要としています。
1日3時間のちょっとした時間だけ
でも、資格がなくても大丈夫です！
少しでもご興味ありましたら、お気
軽にお問い合わせください。ご質問
だけでも結構です。
ユーカリが丘が目指す理念のも
と、みんなで力を合わせ笑顔の絶え
ない職場づくりを一緒にして行きま
しょう！！！

山万グループ 社会福祉法人ユーカリ優都会
連絡先 ☎４６０－７１１７ 担当：岡田（おかだ）・戸羽（とば）
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ク出場選手の髪をカットする技術者のひと

りとして花島さんが選ばれました。花島さ

んがカットを担当した選手が、大会で活躍

する姿が見られそうですね。

花島さんは佐倉市出身であり、祖父や父

親も理容師で、その背中を見て育ったこと

もあり、「ハサミ一つに無限の可能性が詰

まっている」と感じ、この道を選び、修行

今後については「多くの人にこの仕事に

時代に指導を受けた師匠が日本チャンピオ

南ユーカリが丘にある理容室「ＨＡＩ

興味を持ってもらいたい」「デザインをお

ンになった姿を見て、「一流になりたい」

Ｒ ＦＬＯＳ」店主の花島和久さんは、

客様へ提供し喜ばれることの楽しさを若い

と強い思いを抱き、日々トレーニングに励

２００４年に理美容技術の世界大会で金メ

人に伝えていきたい」と後進の育成への更

まれてきたとのことです。

ダルを獲得するなど、多くの賞を受賞され
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なる意欲を仰っていました。

30

南ユーカリが丘
２ガーデンラベニュー南ユーカリが丘一街区

☎４８８ー２６７８
営業時間９時〜 時 分
定休日 毎週月・第２・３火曜日
︵祝日は営業︶
19

た確かな技術を持つ理容師さんです。

２０１８年花島さんは、厚生労働省主催

の卓越した技能者を表彰することにより、

広く社会一般に技能尊重の気風を浸透さ

せ、もって技能者の地位及び技能水準の向

上を図るとともに、青少年がその適性に

応じ、誇りと希望を持って技能労働者とな

り、その職業に精進する気運を高めること

を目的とした「卓越した技能者 現
( 代の名

工 」)表彰制度において、現代の名工に選ば
れました。

花島さんは複数の色を使い立体的な明暗

を出す独創的なカラーリング技術とグラ

デーションなどのカット技術を駆使し、お

客様に合った髪型を提案し、性別や世代を

問わず人気を集めています。

また、ご自身の技術の向上だけでなく、

コンテストや技術大会の日本代表チームの

トレーナーとして、教え子を金メダルに導

店舗情報

理容室「ＨＡＩＲ ＦＬＯＳ」の店主
理容師 花島 和久さん

新規店舗オープン
ユーカリが丘3丁目の旧ピーアーク跡に、

全国出店数No1の「買取専門店おたからや」が、

「ブイゾーンパチンコ館」・「ブイゾーンスロット館」が、

12月6日グランドオープン！

従前店舗と同様に、地域活動
への参加と地域環境の向上に積
極的に取組み、地域に愛される
アミューズメント施設を目指し
て営業しております。パチンコ
館は地域唯一の禁煙のパチンコ
施設となっており、おタバコが
苦手な方も快適にご遊戯いただ
けます。

他社圧倒の高額買取を売りにしてお
り、その場ですぐに買取、現金化でき
ます。無料査定も致します。身の回り
にあるもので、使わなくなった物やデ
ザインの古くなった物など、処分され
ようとしていた物が、本当は価値のあ
る物だったりします。「これ売れるか
な？」と思ったら、是非当店へお問い
合わせください。

10月3日グランドオープン！

店舗 【パチンコ館】ユーカリが丘3-2-1【スロット館】上座字西谷津649-5
情報 ☎464-3234 営業時間10:00～23:00 年中無休

店舗 ユーカリが丘4-3ジョイナード1F ☎309-8001 営業時間10:00～18:00
情報 不定休

焼き鳥惣菜店
「ユーカリが丘 銀座惣菜店」が

学校法人運営の新しい学習塾！

「ギフテッドスクール ユーカリが丘本校」が

12月20日グランドオープン！

2020年1月31日（予定）オープンします

創立65年以上の歴史ある学校法人
が今までになかった学習塾を開校。
発達障害、進学、学習指導を個別で
実施。モットーは「みんな何かの天
才」。オンライン面談も可能なので
プライバシー保護も万全。無料体験
やキャンペーンもあるのでお気軽に
ご相談ください。

「ユーカリが丘 銀座惣菜店」の魅力
は全ての商品をひとつひとつ丁寧に手作
りしたカラダにやさしい美味しさのお惣
菜を各種販売します。特に、焼き鳥は串
の刺し方へのこだわり、秘伝の手作りタ
レへのこだわり、さらには旨味を最大限
に引き出すため、「炭火」を使って焼き
上げた焼き鳥を是非ともご賞味下さい。

店舗
ユーカリが丘4-3ジョイナード2F ☎070-3665-3766
情報

店舗
ユ-カリが丘4-1スカイプラザ・モール1F ☎463-1336（山万ビル事業部）
情報

美容室「カット＆カラー
ChokiPeta(チョキペタ)」が

ユーカリが丘2丁目の旧ユーカリの木跡に

「(仮称)山万２丁目ビル」が

2020年5月（予定）オープンします

2020年2月28日（予定）オープンします

チョキペタは、カット・白髪染め
で自分らしいスタイルをキープでき
る「ヘアメンテナンスサロン」です。
「早い」
「安い」
「親切」
「丁寧」をモッ
トーにお客様をお迎えします。
ご予約なしでご利用いただけますの
でお買い物ついでにお気軽にご利用
ください。

写真はイメージです

店舗
ユーカリが丘4-1スカイプラザ・モール1F ☎463-1336（山万ビル事業部）
情報

＊営業時間
12:30～18:30
＊定休日
水・土・日曜日
祝日

店舗
ユーカリが丘2-32-1 ☎463-1336（山万ビル事業部）
情報

店舗情報

ユーカリが丘
1-5-11
☎488-3838
＊営業時間
10:00～19:00
＊定休日
毎週水曜日
第３火曜日

Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ Ａｎ

☎090-8747-1155

このビルには、「エニタイムフィットネス」と「カレーハウスCoCo壱番
屋」がオープン予定です。
「エニタイムフィットネス」は、会員になれば、昼夜関係なく、好きな
時に好きなだけ利用することが可能です。365 日 24 時間、年中無休で営業
します。ジムは初めてで不安という方も、ぜひ一度気軽にお越しください。
「カレーハウスCoCo壱番屋」は、豊富なメニュー数だけでなく、お客様
一人一人の好みに応じたトッピング、ルーの種類・辛さ・甘さ・量などが
調整可能です。電話注文による宅配サービスも予定しています。

２００２年に「創作菓子
杏」としてオープンし、
２０１８年に「Ｐａｔｉｓ
ｓｅｒｉｅ Ａｎ」に店名
を変更しました。お客様の
好きなキャラクターや写真
をプリントしたケーキは、
お誕生日や記念日のお祝い
に大人気です。
ケーキ類の他にも、バラ
エティー豊富な焼き菓子や
チョコレートはお茶菓子と
しても、また、詰め合わせ
て贈答用としても大変好評
です。毎年クリスマスシー
ズンには、ケーキを求める
お客様達で大変な賑わいに
なります。クレジット決済
も可能になり便利になりま
した。

ホワイトハウスA-5

鮮魚店 いとう水産

宮ノ台3-2-5

２０１５年８月にオープンした市場マグロ仲卸直営
のお店です。旬の海の幸や自慢の天然マグロは鮮度抜
群で、近隣の方々にファンが増えています。店主は
「地域のお客様のおかげで開店して５年を迎えること
ができました。皆様の食卓や、家飲みのお手伝いがで
きれば幸いです。ぜひお気軽にお越しください。」
と、おっしゃっています。ご夫婦二人で切り盛りして
いる小さなお魚屋さんです。一度のぞかれてみるのを
お薦めします。

店舗情報

写真はイメージです

験があるたびに会場から驚きの声や歓
声があがり、児童達の科学への関心の
高さを痛感しました。
また、校長先生および児童の実験の
場もあり一段と盛り上がりました。な
お、ＰＴＡ会長から、この芸術鑑賞会
は、地域住民からの資源回収の収益金
で賄われていることが告げられ、重ね
て今後の協力のお願いが述べられまし
た。

ユーカリフェスタ

ミュニティセンター大ホールの壁に巨
大なアートが登場しました。この巨大
なアートは参加したお友達の手形でで
きていました。こんな大きなお絵かき
はこんな機会でないとできないですよ
ね！今年も試行錯誤の中ではあったと
のことですが、参加者も楽しんでいる
様子が伺えました。

など計 グループが熱演しました。
地域の高齢者が一堂に集まりお互い
の趣味を披露できる幸せを会場内に感
じました。
そして、「これからも益々お元気
で」と心で、「弥栄（イヤサカ）」と
叫びました。

ふくし祭り

ユーカリが丘地
区社会福祉協議会
主催の「第 回ふ
くし祭り」が志津
コミュニティセン
ターで行われ大勢
の参加者で賑わい
ました。
会場全域に模擬
店（バザー、つき
たてのお餅、飲み
物など）、地域の
学校、福祉施設などからの販売、佐倉
勇翔太鼓やサックスの演奏、喫茶室、
絵画コンクールおよび表彰、福祉相談
などが展開されました。

日

44

ク リ ス マ ス 感 謝 祭・
大抽選会

27

イルミネーション点灯式

25

今年は会場
を駅前ひまわ
り広場にして
点灯式が行わ
れ、ユーカリ
が丘のまちが
イルミネー
ションで飾ら
れました。こ
の点灯式はユーカリが丘商店連合会と
ユーカリが丘商店街振興組合主催で
「ユーカリが丘駅前防犯キャンペーン
～みんなでまちの安全を守りましょ
う！」をテーマに自治会や各種ＮＰＯ
団体の方が招かれました。 時から多
彩なステージが繰り広げられ、 時
分集まったみんなのカウントダウンで
点灯しました。

市高連芸能まつり
佐倉市高齢者
クラブ連合会志
津第一支部主催
の「第 回芸能
まつり」が志津
コミュニティセ
ンター大ホール
で盛大に行われ
ました。
カラオケ、民
謡、合唱、踊
り、レクダンス

12/15

毎年恒例となって
いるクリスマス感謝
祭と大抽選会が行わ
れました。
今年は、ユーカ
リプラザ、スカイ
プラザ・モール、
ジョイナード、
ユーカリが丘商店連合会の４団体合同
での初開催。抽選会場が今年も２か所
になり、どちらに行くか悩まれたので
はないでしょうか。２０１９年も多く
のお子様にもご参加をいただき、大盛
況のうちに終えました。

12/20 金
～22 日

の仮装パレードには、当日ウィシュト
ンホテル・ユーカリにて挙式を挙げら
れたばかりの新郎新婦がサプライズで
参加され、「幸せのおすそ分け」をい
ただきました。
その他、カボチャのちょうちんづく
りや地域で活動する皆さんのステージ
発表もあり、思い思いの一日を楽しま
れていました。

ワンパクまつり
今年も元気な子供たちの声が聞こえ
てくるイベント「北志津児童センター
第 回ワンパクま
つり」が開催され
ました。おいもの
スティックやチュ
ロスなどの飲食
だけでなく、わり
ばし鉄砲の的あて
やお手玉を使っ
たボーリングな
どの昔遊びのコー
ナーも賑わいを
見せていました。
今年は、志津コ

17

小竹小芸術鑑賞会

小竹小学校ＰＴ
Ａ主催の芸術鑑賞
会が同学校の体育
館で開催されまし
た。今回は劇団
「笑う猫」による
ミュージカルの上
演でした。
「もったいな
い」という言葉
をテーマにした
ミュージカルは、舞台をいっぱいに
使ったダイナミックなダンスの他、劇
団員によるコーラスや、児童たちの身
近にあるガラクタを楽器に仕立てた生
演奏を通して、環境問題を楽しみなが
ら学ぶことが出来る内容でした。
舞台は時折、客席側が音楽に合わせ
て一緒に体を動かす体感型となってお
り、児童たちもミュージカルの世界に
入り込んでいました。
毎年恒例となっている地域最大の
ハロウィンイベント、ユーカリが丘
商店連合会主催の「ユーカリフェス
タ２０１９」が開催されました。当日
は、天候にも恵まれ、２２，０００人
もの来場者で会場は大盛り上がりとな
りました。
東京オリンピックを控えた今回は、
国際色を前面に取り入れたイベントに
なりました。世界各国の味が楽しめる
出店や、各国のステージパフォーマン
スやイベントがあったり、地域で職住
されている方々が仮装パレードに参加
されたりと、国際交流を楽しまれてい
ました。
ユーカリフェスタのメインイベント

65

青菅小芸術鑑賞会

青菅小学校体育
館で、防災キャス
ター阿部清人氏に
よる「サイエンス
ショー」が行われ
ました。
身近なものを
使った、あっと驚
く科学実験を児童
たちにも解り易く
紹介していまし
た。それぞれの実

16

土

火

土

11/9

11/19

11/2

30

日

木

木

10/27

9/26
10/3

11

︻黄金ナス？
正
…月から縁起が
いいわ ︼
…

撮影：金田 太さん︵宮ノ台︶
令和元年７月

︻ アップシャンシャンか！
クシャミおじさんか！

睨みの達磨か！︼

撮影：金田 太さん︵宮ノ台︶
令和元年９月

大根です

︻ツル？とカメ …
どちらも長寿︼

10

撮影：本田基令さん︵宮ノ台︶
令和元年 月

︻梟︵フクロウ︶？？
い
…いえ︑
﹁蒲の穂綿﹂です︼

撮影：本田基令さん︵宮ノ台︶
令和元年 月

クイズ
︻ 何ともいいようの無い物体
イカやタコに見えるが
足の長さが不揃い︒
へそ
宇宙人にしては臍があり
これは？︼

撮影：金田 太さん︵宮ノ台︶
令和元年 月

12

2020年1月～2020年5月

１月２５日（土）
１３：００～１５：００

うつと暮らし
～地域で進める こころの健康～
休

２月

＜メンタルヘルスクリニック＞
桂川 修一 他
会
＜神経内科・メンタルヘルスクリニック・
脳神経外科・リハビリテーション部
・ソーシャルワーカー・看護部 他＞

３月２８日（土）
１３：００～１６：００

＜地域で考えるケアと治療＞
歩行障害

４月25日（土）
１３：００～１５：００

調整中

＜小児科＞
金村 英秋 他

５月３０日（土）
１３：００～１５：００

床ずれ（褥瘡）を皆で予防しよう！

＜褥瘡対策委員会＞
林 明照 他

身近な疾患や症状をテーマにした公開講座を開催しております。 多くの市民 ・ 医療関係者
の方々にご出席いただき、 病気の予防や早期発見、 地域医療の発展に役立てていただけ
ればと存じます。
講演テーマなどの詳細につきましては、 院内掲示およびホームページでもご案内しており
ます。 ご不明な点や講演テーマのご要望などございましたら、 当院総務課にご連絡下さい。

ボランティア募集のお知らせ

CO-LABO SAKURA
ユーカリが丘 4-1 スカイプラザ・モール 3F
☎ 463-6871 mail：info@co-labo.city.sakura.lg.jp
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