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作成日： 2011 年 9 月 24 日  議 事 録 

乙月自治会 平成 23 年度 第 6 回理事会 作成者： 平野 

開催日時 2011 年  9 月  4 日（日） 13:00 ～ 15:00 

開催場所 コミュ二ティセンター 第３会議室 

出欠確認 欠席者 吉澤会計監査 

 
１、会長報告・・・寒河江 
（報告事項） 
①第 10 回ちはら台夏祭りについて・・・準備から片付けまで大勢の皆様にご協

力頂きまして有難うございました。事故もなく盛会で好評でした。天候が心配

の中、入場者は主催者発表 30,000 人、警察発表 25,000 人、会場は沢山の人が

集まり、前年並みでした。夏祭り予算内、633 万円でした。協賛金は 24 自治会

会長の協力により、2,625,000 円集まり、御協力頂いた方々を張り出す掲示板も

失礼のないように貼らせて頂きました。3/11 被災された旭市からの農産物の販

売に来られ、ほぼ完売。また募金活動も行い、沢山の方に御協力頂き合計 129,597
円、旭市市長にお届け致しましたので報告致します。 
②各地区のお祭りについて（招待あり、お祝い金 5,000 円持ってかけつける）

7/23 国分寺台（寒河江）、8/13 辰巳台（市野）、8/13 南総、 草刈（斉尾）8/21 
志津（市野） 
③住宅用火災報知機の設置について・・・火災死亡者は昨年 7 名増えている。

再度火災報知機の設置されていない人に呼びかけています。平成 20 年 6 月から

設置が義務付けられています。100%設置する様に連合会としても安値で手に入

るようビバホームと交渉していきます。 
④鎌取駅利用者用駐車場について・・・鎌取駅に乗車券を購入する際はイオン

の駐車場を年内 1 時間無料にしていただきました。ご利用下さい。 
⑤暴力団排除例について・・・基本理念は暴力団を恐れないこと。（暴力団に対

して資金を提供しない事、暴力団を利用しない事、暴力団から因縁つけられた

時は一人で対応せず必ず市相談員に話す事） 
⑥かずさの道の補修について・・・10/10 ちはら台自治会連合会とコミュ二ティ

センターの 10 周年フェアに向け式典から始まり熱気球搭乗やスタンプラリー、

5 つの橋ネーミング、プラネタリウム、バザー、かずさの道の補修等を計画中。

かずさの道の補修は 8/末で完成予定でしたが天候不良が続き多少遅れています。

道路維持課にスピードをあげるようお願いしています。 
⑦連合会事務局の臨時休業について・・・夏祭りの準備、片付けなどで残業が

続き、休みが取れない日が続きましたので 8/30、31 の 2 日間連休させて頂きま

した。 
（議題） 
①防災訓練について・・・9/4(日)ちはら台南中学校で行いました。参加人数は
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ほぼ 900 名参加されました。煙道避難訓練~初期消火訓練~レジ袋の消火訓練~
ＡＥＤ体験を行いました。 
②市民の日記念行事・・・元マラソンランナー増田明美さんの講演会 
（9/10 200 名募集で既にチケット完売いたしました） 
③出前講座について・児童に対する放射能汚染対策についてのテーマで 10/1 か

10/8 で千葉労災病院と折衝しているが先生と都合がつかず再度交渉しています。

④敬老会について・・・10/2（日）コミュ二ティセンター体育館で行います。

当日は第一部式典、第二部はアトラクションがあります。前日準備及び当日片

付け応援をお願いします。（山崎副会長） 
⑤10 周年記念講演会・・10/9 は聖路加国際病院の日野原重明先生[100 歳]講演。

⑥10 周年記念フェアについて・・・10/10 乙月自治会からはスタンプラリーの

お手伝いとして 4 名（三宅・太田・彦坂・津田理事）。9/25 の運営委員会に出席

願います。（三橋副会長代理出席） 
⑦市長との町づくり懇談会・・・10/15（土）ちはら台支所会議室 
⑧ちはら台市民運動会について・・・10/16 清水谷小学校にて行います。 
⑨上総いちはら国府祭り・・・10/29~30 にかけて行われます。練り踊りにバス

2 台で 100 名予定しております。（バスは 29 日夜のみ）（お世話係り山崎副会長） 
⑩市原市町会長大会感謝状推薦について・・・ちはら台の団体表彰は乙月自治

会とＷＰちはら台駅前自治会です。個人表彰は 7 年在職 花澤良三、園田幸伸、

5 年在職 魚路征男、都志見純男、 4 年在職 高岡拓也  以上 5 名。 
⑪市原市清掃事業功労者推薦について・・・市原市の町会、自治会関係 79 団体

ある中、乙月自治会は資源回収ランキングで平成 20 年度は第 3 位、21 年度は 2
位、22 年度は 1 位だそうです。（数量は市報告で 128,499kｇ、月に約 10t）尚、

各種団体 283 団体の中で第 2 位になっています。今後も御協力宜しくお願い致

します。 
 
２、夏祭り総括について・・・鈴木、彦坂 
＊場外警備について・・・鈴木 
・担当の皆様、ご苦労様でした。何のトラブルなく夏祭りを終えることができ 

ました。 
＊乙月商店について・・・彦坂 
（当日の作業分担と結果、改善点） 
・テント組み立て（7 時~7 時半）（翌日 7 時にテント解体と周辺清掃）男性役員

（最低 6 名）→当日、自治会 3 名、シニアクラブ 4 名でテント組み立て。翌日 

の解体、自治会 4 名、シニアクラブ 6 名参加。人手があるため、この時間にブ

ルーシートを張り、のぼり取り付けをやった方が良い。 
・牧園小駐車場の誘導、整理（8 時半～10 時半）彦坂、三宅→ユニモ従業員の 

臨時駐車場として 200 台程度を運動場に入れる必要がある話でしたが、来たの

は、14 台のみでした。来年は誘導委員不要？ 
・本部テント前で机を借りる（11 時～11 時半）彦坂、太田→シニアは浅野会長

のみでしたが、事前に集合時間を合わせていたため、3 名で問題なしでした。 
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・おもちゃ、コンプレッサ、ブルーシート、のぼり等の資材搬入（13 時半～14 
時半）彦坂、吉澤→ブルーシート、のぼり、コンプレッサ等はテント組み立て

の時に運んだため、車 1 台で 1 回の運搬で済んだ。 
・おもちゃ販売（15 時～20 時）プレゼント交換（15 時～19 時）役員全員→お

もちゃの光ものとビニール犬（ビーグル）については、もう少し仕入れ量を増

やしても売れそうに感じた。光ものは電池接触不良で光らないものが数個あり、

ドライバーセットが役に立った。子供プレゼントは交換期限の 19 時の時点で約

100 個残った為、100 円で販売開始。20 時までに約 50 個を販売。天気が良くな

かったことから、大人用ペットボトル、ビールともに半分以上残りました。子

供プレゼント（チョコレート）については、夏場ということもあり今後は中身

が溶けないお菓子がよいのでは、との意見。（今年は当日涼しかった為、中身は

溶けませんでした。） 
・片付け（20 時半～21 時）役員全員→ゴミは（袋）は持ち帰る必要あり。 
・資材搬出（21 時以降）彦坂→ちはら台公園から右折すると小僧寿し前の信号 

を渡る歩行者の為渋滞が発生。左折をし、ちはら台駅側から出た方が早い。 
（準備スケジュール） 
・出店申込み（自治会館）7 月上旬に自治会分とシニア分を申込み。なお、自治

会分テント出展分は無料。 
・参加及びプレゼント調査とおもちゃの発注。7 月から作業開始。中旬には会員 

に申込みの配布要。堀商店は 8 月になると光ものの欠品が多くなる為、おもち

ゃはできるだけ前倒し発注が望ましい。なお、おもちゃ購入のための一時的な

立替え金が発生する為、夏祭り予算が 10 万円でも、仮払いは 20 万円程度必要。 
・出店説明会（市所会議室）7 月上旬に開催される。テントの場所を決め、駐車 

許可証、出店許可証の受け取り。 
・プレゼント申込み集計と発注。8 月初旬にはプレゼントを発注する。大人用プ

レゼントとして、ペットボトル・ビールを配布する場合、シニアから事前に冷

えた物を持ってくるよう要求されるため、当日ユニモのヤオコー等で購入する

手もあり。 
・プログラムとプレゼント引換券配布。盆休み前 8 月 5 日頃までに配布する。 
（当日の開催判断） 
１２時に開催の判断をする（中止の場合は、ちはら台公園入口に掲示）。 
 
３、夏休みラジオ体操の総括について・・・三橋 
・カード配布・・228 枚、昨年は 245 枚でした。多くの方が参加して下さいま

した。 
・ラジオ体操の参加スタンプは、1 人必ず 1 つずつにしましょう。 
・ラジオ体操音楽終了前にスタンプ押しに並ぶお子様が見受けられます。今後、

体操終了後に号令をかけるといいのでは、との意見がありました。 
 
４、市総合防災訓練の総括について・・・鈴木 
・本日 9／4 自治会内、58 名出席でした。 
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５、敬老会（10/2）について・・・寒河江、山崎 
（１、会長報告の議題④のとおり） 
 
６、10 周年記念フェア（10/10）について・・・寒河江 
（１、会長報告の議題⑥のとおり） 
 
７、市民体育祭（10/16）について・・・三橋 
・現在、種目とお弁当の受け取り方、その他について、検討中です。 
 
８、上総いちはら国府祭り（10/29・30）について・・・寒河江、鈴木 
（１、会長報告の議題⑨のとおり） 
 
９、防犯活動・・・山崎、彦坂 
＊夜間パトロール・・・彦坂 
・3 か月に 1 度めぐってくる低迷期でした。天気もはっきりせず、3 名以下しか

集まらず中止した日が 3 日、実施は 13 日でした。E-3、E-5 の第 1 週は、まだ

よかったのですが、A-1 と C-1 の第 2 週、A-2 と C-2 の第 3 週、A-3 と C-3 の

第 4 週、A-4 と C-4 の第 5 週ともに一般参加者が落ち込みました。お盆休みの

影響も少なからずあったようです。 
＊車パトロールについて・・・各事業担当理事 
・マグネットシートが剥がれているものがあれば、交換する。 
＊青色パトロールについて・・・山崎 
・乙月自治会は現在 6 台、あと 1 台募集中です。 
 
１０、その他 
＊乙月資源回収について・・・津田 
・今年度 4 月～8 月 58,710kg（昨年より 15%up）現在、水曜日に資源ごみを出

されている方は極力、自治会の回収日に御協力頂きたい。 
＊ゴミステーションについて・・・津田 
・ゴミステーションのプレート（自治会が管理）で古いものは交換する予定。 
＊下期会費集金・・・刈屋 
・下期会費と赤い羽根の募金（赤い羽根の募金は任意）の集金準備をしていま

す。集金時は御協力お願い致します。 
＊支援物資のお願い。 
・今も続く東日本大震災の復旧、復興・・。4 月上旬から千葉県鴨川市青年の家

に避難されている（知的）障害者 280 名への継続的な支援が必要です。必要な

支援物資などは協力予定です。決まり次第ご連絡致します。 
＊次回の理事会 
・10 月 2 日（日） ちはら台桜小学校 ミーティングルーム  

以上 


