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会長報告・・・吉澤

8 月 26 日（日）14:00〜16:30「ちはら台地区自治会連合会 8 月度定例会長会」
社会福祉協議会より
敬老会について依頼・説明
10 月７日（日）開催
・自治会長は 10：00 集合（運営役員として）
・昭和 15 年 4 月 1 日以前に生まれた方が対象。（ちはら台地区は 889 名）
【報告事項】
・ちはら台市民夏祭りについて（8/18）
警察へは入場者数約 25000 人と報告
収支
収入

6,639,732 円

支出

5,810,162 円

残金

829,570 円

（※ちはら台整形外科より 50 万の協賛金）
（山車・神輿の修理費用へ回す）

神輿を担いだ ちはら台南中のサッカー部へサッカーボールを贈呈
・鶴見虹子選手応援会について
オリンピック個人総合 7 位入賞
先日国内で行われたインカレで個人優勝
今後も連合会として応援していく
8 月 26 日（日）17：00〜夏祭り慰労会へ鶴見選手と姉・ご両親を招待
・防災用品斡旋実施結果について
乙月自治会内では 5 世帯の方が注文された。ちはら台全域で 198 世帯。
今後、購入したい方は、ビバホームで購入可能。
・防犯カメラ取替え工事について
19 機設置してあったカメラは現在 16 機稼動させている。3 機は予備とし
てストック。

東 4 丁目のカメラに画像の乱れ⇒現在予備カメラに交換済み⇒4 丁目カメ
ラを修理へ。
・防犯パトロール実施状況について
各自治会のパトロール実施状況を一覧にして作成中
・会長研修旅行について
11 月 17 日（土）〜18 日（日）箱根仙石原
吉澤会長は欠席予定
・町会長大会感謝状推薦書について
12 月 21 日（金）に表彰。
対象は 2 年以上の町会長経験者（個人）と単一自治会２自治会（輪番制）
単一自治会：霜月自治会

葉月自治会

会長(個人)：松村一樹（みかげ台） 金子隆由（サウスヒルズ中央）
寒河江二郎（乙月）

野寄雅弘（霜月）

井戸本雅義（キッズアベニュー）
・清掃事業功労者推薦書について
ちはら台走友会（かずさの道を定期的に清掃・活動期間 10 年）
堂坂自治会（資源回収を年 12 回実施）
乙月自治会は県の同様の功労者推薦へ推薦予定
・委員会より
・福祉委員会から
総合福祉センター設立の話題が毎年出るが一向に前進せず…今後も継続
的に取り組む
ちはら台地区介護施設の実態調査…一覧表を作成中（現存５〜６ヶ所？）
託児所ではなく託老所の数が増えてくるかも…
・その他
消防団について
ちはら台から 7 名が入団希望。今後市津第 4 分団と話し合い。
【議題】
・防犯カメラ機器の譲渡について
首都圏ケーブルメディアと調整中
今後、連合会の扱いではなく、市,県として運営できないか、検討。
・ちはら台地区防災訓練について
9 月 2 日（日）実施
乙月自治会は御影台公園（一次避難所）に集合し人数確認
⇒会長が携帯で支所へ人数報告
⇒ちはら台桜小学校（指定避難所）移動。誘導は各自治会役員。

吉澤、鈴木、彦坂、大野の 4 名はその後、ちはら台西中学校へ移動し
訓練参加
・敬老会（10 月 7 日(日)

コミュニティセンター体育室）について

10 月 6 日(土)15：00〜16：30 会場設営⇒(野本理事)…コミセン体育室集合
10 月 7 日(日)14：00〜15：30 会場後片付⇒(津田理事)…コミセンロビー集合）
各自治会長は、運営委員として、当日 10:00 集合（スーツ着用）
・市民体育祭について
10 月 14 日（日）実施
乙月・霜月・かずさの杜自治会は、黄色ブロック
（ブロック長は乙月会長・吉澤）
案内(プログラム)は、各戸配布済（参加申し込みは８/31 締切）
・上総いちはら国府祭り
10 月 27 日（土）実施（乙月から会長含め 6 名以上動員です）
13：00 ちはら台出発（バスで移動）〜会場にて踊り（14：00〜16：00）
17：00 頃ちはら台着
・青色パトロール申請について
9 月 29 日（土）10：00〜11：00 自治会館にて講習会（吉澤参加）
・地域発展の意見交換会について
市会議員 5 名と連合会役員とで意見交換
【議題】①駅前開発②ユニモ周辺の導線確保対策（駅の機能拡充・駅前
開発、駅の延伸により直接ユニモへ行き来ができる導線を検討）
③八幡・草刈線開通促進を検討④福祉施設・介護施設の設置検
討（労災病院とタイアップ）
・その他
市長との懇談会（10/20(土) 10:00〜12:00）
ちはら台南中の陸上部女子（400 メートルリレー）が全国優勝⇒南風祭の
時に連合会から表彰状・記念品を贈呈
会長会以外その他
・8 月 26 日（日）連合会主催の夏祭り慰労会へ出席
・災害時要支援者の避難支援プラン作成（9 月末まで）
乙月自治会内の避難支援要望者 15 名
（A ブロック４名,

B ブロック 2 名,

D ブロック 5 名,

E ブロック 4 名）

各ブロック総務担当理事が、各家庭訪問をし、
「避難支援プラン・個別計
画」を作成、
9 月末までに会長に提出。

2.

ちはら台夏祭り【花火運営】実施報告・・・鈴木
・花火運営に関しては、各班運営委員に依頼
当日 1 名欠席←三宅理事が代理
・来年度も、乙月自治会は花火運営担当？
車の確保が課題
人員については、配置の仕方で補充可能か。

３． ちはら台夏祭り【乙月出店】実施報告・・・松本
①日 時：平成 24 年 8 月 18 日（土） 開店時間 15:00〜20:30
②場 所：ちはら台公園
③実施内容：乙月自治会子供への無料お菓子配布およびおもちゃの一般販売
④実施規模：乙月自治会（おもちゃ販売）テント１張り（3 間×2 間）
⑤実施予算：15 万円
⑥おもちゃ販売
仕入れ 47,856 円（乙月倉庫在庫：0 円含む）
売上 127,250 円（内、今期仕入れ分：92,400 円）
今期仕入れ分は若干の不良品もあったが全て完売。乙月倉庫の在庫を一部
活用したが、これも概ね売れた。
⑦当日の作業分担と結果
(1)テント組立、解体・・・・自治会連合に依頼し特段の対応なし
(2)机・椅子等準備（野本、太田、松本）
9:30〜準備作業。※悪天候（大雨）のため作業は難航。
(3)お菓子引き取り（松本）
10:30〜11:00

ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽにてお菓子の引取り。他。

(4)おもちゃ等資機材運搬と設営（彦坂、太田、野本、松本）
11:00〜11:40 乙月倉庫内のおもちゃ、大型脚立他を運搬（松本）。
12:30〜午後の部。
お菓子、おもちゃ、クーラーボックス、ジャグタンク、脚立等を運搬。
(5)おもちゃ販売（15:00〜20:30）とプレゼント配布（15:00〜20:00）
役員全員で対応。
光りもの、ビニール系おもちゃは、18:30 頃ほぼ完売。
プレゼント配布は、お菓子が 70 個近く、飲物も少量ながら残った。
また、お菓子よりも「おもちゃ」が欲しい子がいた。
☆次年度の「おもちゃ販売」は、今年度の売れ行きや、反省点等を

参考に、仕入数・販売方法・在庫の保管方法・釣銭の準備の仕方等
を検討し、より安全・安心・良心価格で提供できるようにしたい。
☆次年度の「プレゼント配布」は、無駄のないように、また、ニー
ズに合うものを、検討する必要あり。
⑧準備スケジュール
(1)出店申込
吉澤会長にて申込を実施。
(2)参加者・プレゼント申込調査回覧と引換券配布
7/5 以降の回覧で調査回覧実施。
集計後、引換券は事業担当理事へ配布（7 月末）。
(3)おもちゃ発注
6 月下旬から販売おもちゃの選定を開始。
7 月の理事会にて紹介。
7 月上旬〜中旬までに発注。（早期発注で、光りもの欠品を回避）
(4)出店説明会
7/22 開催。（吉澤会長・松本）
テント組立・解体と机・椅子の貸出費用の支払い。
出店許可証、駐車許可証の交付。
(5)役員の飲み物ほか。
飲物は、ジャグタンクを準備
夕食はヤオコーでお弁当注文
４．夏休みラジオ体操実施報告・・・彦坂・野本
１． 目的
・近隣四自治会（乙月,霜月,みかげ台,かずさの杜）の連携と会員の親睦。
・子供達の夏休みの早起きの習慣づけと会員の健康増進。
２．実施日時
・7 月 17 日（火）〜7 月 27 日（金）（前期）土日を除く 9 日間
・8 月 20 日（月）〜8 月 24 日（金）（後期）5 日間

合計 14 日間

・午前 6 時 30 分から 15 分程度（ラジオの放送時間内）
・雨天中止

※今年は天気に恵まれ、中止日は無かった。

３．実施 内容
(1)ラジオ体操カードの調達
・本年は、霜月 180 枚、かずさの杜 80 枚、みかげ台 40 枚、乙月 300 枚
の必要予想＋予備 100 枚、の計 700 枚を 6/17（日）に市原郵便局より

調達。

（百数十枚余った）

・ラジオ体操カードを配布する前に、氏名、自治会名、班名、世帯主名を
記入するためのハンコ押し作業、7 月分の日付修正作業、実施日以外の
日をマジックで塗りつぶす作業があった。
(2)会場について
・今年度は、みかげ台公園野球場と神無月公園での分散開催とした。
（乙月、みかげ台、かずさの杜自治会は、みかげ台公園野球場）
（霜月自治会は、みかげ台公園野球場か神無月公園の内、近い方を選択）)
・初日のみかげ台公園参加者は大人と子供を合わせて 500 名超。
子供の参加者は 1 日あたり 400 名平均程度。
・神無月公園の子供参加者は、平均 50 名程度。
・霜月自治会の 7 丁目の北側の子供は、神無月公園ではなく、みかげ台
公園に来ている方が多いようであり、かずさの杜から 7 丁目に渡る場
所の信号設置が遅れるようなら、霜月公園でも開催した方が良いと思わ
れる。
(3)雨天中止判断と会員への連絡方法
・今年度は、5 時半時点で中止判断(彦坂)をした場合は、
当日 6 時までに霜月自治会伝言板に中止の旨を掲示する。
参加者には、ラジオ体操開催案内の各戸配布文書で URL を知らせた。
両会場、桜橋、セブンイレブン掲示板、乙月公園、桜小校門、霜月公
園、かずさの杜（2 箇所）には中止連絡の張り紙をすることとした。
等、対策を講じていたが、天気に恵まれ、雨天中止はなかった。
(4)ラジオ体操カードのスタンプ
・昨年まで、参加者には、ラジオ体操終了後に、キャラクタースタンプ
を押していたが、何点か問題となったため、今年度は、役員のシャチハ
タ印で統一した。
→みかげ台・かずさの杜の一部の役員が今年もキャラクタースタンプを
使った例が有り、次年度は改善を要する。
・自治会名、所属班、氏名が記載されていない子供に記載するよう指導。
本人以外に、
「兄弟の分も押して」というのは認めないことを徹底した。
４ ． 今後の作業予定
(1)ラジオ体操参加御礼の回覧文書の作成と回覧実施
(2)ラジオ体操カードの集計
・各自治会単位で
＊とてもよくがんばりましたで賞（Ａ賞） ･･･ 参加日数
＊よくがんばりましたで賞（Ｂ賞） ･･･ 参加日数

13・14 日

9〜12 日

＊がんばりましたで賞（Ｃ賞） ･･･ 参加日数 1〜 8 日
の該当者数を 8 月末までに算出。
(3)景品の購入
・景品金額の目安は、Ａ賞（250〜300 円）、Ｂ賞（150〜200 円）、Ｃ賞
（50〜100 円）とし、
9 月初旬に必要数を手配する。
(4)景品の配布
・9 月中旬に事業担当理事から運営委員を通じて会員宅に配布予定。
５．市総合防災訓練（9/2）実施報告・・・鈴木・太田
「ちはら台地区総合防災訓練の実施について（お知らせ）」回覧を、8 月 5 日
以降にまわした。
・日時

平成 24 年 9 月 2 日(日)午前８時 30 分〜11 時 30 分

・集合場所

みかげ台公園(緊急一時避難場所)

午前 8 時 30 分集合

乙月自治会は 77 名(大人 60 名、子供 17 名)参加
☆悪天候(小雨)にもかかわらず、昨年比 19 名増
参加人員の確認(安否確認訓練)後、ちはら台桜小学校(指
定避難場所)へ移動し、飲物を受け取り、解散。
・訓練場所

ちはら台西中学校

午前 9 時前後〜11 時 30 分

参加希望者のみ、避難誘導者の誘導により、ちはら台桜
小学校から、各自移動。
乙月役員は、会長、副会長の 4 名が参加。
（１）避難誘導訓練
（２）煙道通り抜け体験訓練
（３）水消火器による初期消火訓練
（４）レジ袋による消火訓練
（５）防災備品・防災井戸の案内
（６）消防団の模擬演技の見学
６．市民体育祭（10/14）について・・・大野・太田
・日

時

平成 24 年 10 月 14 日(日)

・会

場

ちはら台桜小学校校庭（雨天の場合、桜小体育室）

・ブロック

黄（乙月、霜月、かずさの杜）

・役割分担

ブロック長･･･吉澤会長

運営委員･････大野副会長
競技委員･････太田理事
救

護

･････高木委員

応援席準備・応援･･･吉澤, 野本, 松本
招集誘導・昼食･････三宅, 小沼, 清川, 平野, 饗庭
受
・集

付

･･･････西風, 高木

7 時 15 分（女性理事は 8 時頃）

合

※選手・参加者は 8 時 15 分集合
・今

後

出場者集計

〜9/11 までに事業担当理事→大野副会長

駐車場確保（桜小近隣の空き地）
お弁当の用意（競技参加者、応援者）
７．上総いちはら国府祭り(10/27･28)について・・・鈴木
・会

場

五井駅前東地区

ちはら台より、27 日の練り踊りに参加（乙月自治会より、6 名以上参加）
８．防犯活動について・・・彦坂・松本
・夜間パトロール担当週お知らせ用ちらし･･･9 月版から更新
・8 月の犯罪発生状況
8/1

9 丁目で車上荒らし

8/中旬

空巣未遂

今後、防犯に向けて、更なる工夫を検討する。
９．その他
(1)秋のブロック別一斉清掃について
一斉に行うか、ブロック毎に分散するか、を含めて、次回理事会におい
て、実施日を検討する。
(2)桜っこネットワーク

（

9/1(土) 吉澤・大野・野本出席

）

PTA より、「わくわくルーム」を立ち上げたいとの要望。
（ボランティアによるミニイベント、課外授業等）
資金・人材確保が課題。
次回理事会

９/30（日）９:00〜12:00

ちはら台桜小にて

以上

