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１．会長報告・・・（代理）彦坂
10 月 28 日（日）9:30～12:00「ちはら台地区自治会連合会 10 月度定例会長会」
【報告事項】
・第 45 回市原市町会長大会の開催について
（12/21＠市原市市民会館小ホール）
団体顕彰
霜月自治会と葉月自治会
個人顕彰
みかげ台）松村さん、サウスヒルズ中央）金子さん
乙月）寒河江さん、霜月）野寄さん
キッズアベニュー）井戸本さん
表彰式の後、市原市役所危機管理監の桑原氏による「市原市の防災について」の講演が
ある。
・京成電鉄本社訪問について（10/11）
市野会長と石橋交通委員会委員長が京成電鉄）松上取締役にちはら台線の運賃見直
し＆ちはら台駅前再開発に関する自治会からの要望を伝達。
（自治会）現状、ちはら台駅→京成千葉駅（11.5km）の 6 ヶ月通学定期が 63,450 円
であるのに対し、同距離の京成津田沼駅→菅野駅は 18,900 円で、ちはら
台線は 3 倍以上高い。
（京成） 市原市の交通機関に対する支援・援助を一度見直ししていただいたらど
うですか。
（自治会）市原市役所にも参加いただいて検討委員会を設置することを検討しまし
ょう。
・広報委員会報告について
ちはら台チャンネルの放映内容について、自治会行事を中心に更に充実を図る。
→12/2 の乙月祭りも撮影に来る予定。
画像編集用のパソコンが老朽化しており、買い替え検討中。
【議題】
・自治会連合会研修旅行について
11/17（土）～18（日）に 12 名参加で、箱根仙石原で実施予定。
往路途中で横浜市防災センターを視察する。
バス車中にて 11 月度会長会を行う。
・帝京平成看護短大の博優祭参加について(11/17)
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焼き鳥、綿菓子、復興支援物資の販売を 10 時～14 時まで行う。
・忘年会について（12/23）
八幡屋にて 17 時～20 時（送迎バスは 16:40 自治会館発）の予定。
ちはら台の市議会議員、小中学校長、各種団体代表者も出席
（11 月末までに出欠とバス利用の有無を事務局まで連絡要）。
・年末パトロール実施について（12/30）
雨天中止（小雨なら決行）。
出陣式(18:30～18:50＠コミセン 2F 会議室)には、清水谷小学校区の参
加者は全員参加する。その他各自治会参加者は車 1 台分（1～4 名）が参加。
19:00～19:30 まで一斉パトロール実施。
乙月は、青パトに分乗して東 4 丁目、9 丁目の全域を回る。
パトロール実施後、会長は参加人数を事務局に連絡要。
・下期納入金請求について
乙月は、連合会費（＠550）295,900 円＋コピー印刷代 27,270 円＝323,170 円を
11/15（木）までに京葉銀行ちはら台支店の自治会連合会口座に振込み要。
・秋のあいさつ運動について
11/12（月）～16（金）7:15～8:15 に実施。
参加できる方は、東 4 丁目交差点か桜小に集合。
２．市民体育祭（10/14）実施報告・・・大野・太田
・黄色ブロック（乙月自治会含む）準優勝!!
綱引とリレーを更に強化すれば、優勝を狙えるかも。
・乙月自治会の参加者数
大人 155 名 子供 141 名
合計 296 名
・各々の反省事項は、別途メールされたものを、大野副会長がまとめた。
・競技委員反省会にて･･･三宅
①競争競技でのスタートの間隔が短かったため、先の走者を次のレースの走者が追
い抜いたケースがあり、ゴール付近が混乱した。
原因：スターター 4 名予定から当日 2 名に減り、走者の状況に目が行き届かなか
った。
オープン参加が多いため、時間が押した。
※オープン参加については、パン食い競争のパンを大事に持っている子もい
たりと、楽しみにしている子供も多いので、人数を絞るのは難しい。
②天候への対応
少雨の場合の想定が必要。
特に雨に濡れたテントの片付けは、委員の負担大。
↪今後、レンタルも検討。
③駐車場の不足
例えば今回の場合、コミュニティセンターからシャトルバス移動で
もよかったかも
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④今回は会場の都合で例年より走行距離が短く、順位の差がつきにくかったため、順
位付係に混乱があった。
⑤借り物競争は、両方向で走行した為ゴール付近で交錯し危険、順位付係も混乱した
自分のブロックに回らないと面白くない等の意見もあり、両側スタートの是非
が問われる。
⑥一部放送が聞き取りにくい場所があった。
⑦ブロック分け･･･今の体制(6 ﾌﾞﾛｯｸ)でよいか？要検討。
・応援用の法被・ジャンパー(黄）、買い足すべきかを検討。
３．上総いちはら国府祭り（10/27･28）実施報告・・・鈴木
27 日の練踊りへ･･･ちはら台自治会より、バス 2 台で参加 (乙月から 6 名)
他地区からの参加者は衣装も踊りも揃っている所が多かったが、ちはら台は踊りがバ
ラバラだった。

４．乙月まつり（12/2）について・・・彦坂
（１）日時
平成 24 年 12 月 2 日（日）11:00~14:00
（２）場所 ちはら台桜小学校 （雨天時も同じ）
（３）内容
①お餅つきとお餅の配布、豚汁・蒸かし芋の配布
②小学生以下の子供向けゲーム・イベント
③参加世帯単位抽選会
（４）準備（今後の予定）
11/8 参加・不参加票提出
会員→運営委員→事業担当理事
11/11 参加・不参加、担当希望集計
事業担当理事
参加者役割分担決定、分担表作成
プログラムと参加者宛チケットの作成
11/18 プログラムと参加者宛チケットの配付
事業担当理事→運営委員→会員
11/25 内容最終確認（第 9 回理事会）
12/1 前日準備
12/2 当日準備、開催
（５）作業内容と役割分担
①作業内容と担当者
☆役員・参加者役割分担
・役員・参加者役割分担表作成
彦坂
・参加者役割分担案内文書作成
総務担当理事
☆開催案内、参加者集計
・開催案内文書（全戸配付）作成、印刷
彦坂、吉澤
・開催案内配付
事業担当理事→運営委員→会員
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・担当別計画書作成
各担当者
・担当別準備
各担当者
・参加・不参加票提出
会員→運営委員→事業担当理事
・参加・不参加、担当希望集計
事業担当理事
☆プログラムとチケット
・プログラムの作成
彦坂
・参加者宛ﾁｹｯﾄの作成
調理関係統括者、イベント関係統括者
・参加者宛チケットの袋詰め
彦坂
・プログラムと参加者宛チケットの配付準備
事業担当理事
・プログラム、参加者宛チケットと役割分担案内の配付
事業担当理事→運営委員→会員
② 役割分担
全体責任者
吉澤
予算管理
彦坂
資材備品等統括
彦坂
会場配置
鈴木
ガス釜関係統括
彦坂・太田
調理関係統括
大野
・餅つき
野本・シニアクラブ
・餅つくり
髙木・清川
・豚汁
平野・西風
・蒸かし芋
饗庭・小沼
イベント統括
松本
・子供ゲーム
三宅、津田
・抽選会
刈屋
・放送
鈴木
※もちは、あんこを少なめに作る。
豚汁
野菜類･･･下茹でをしてもらう。
水･･･････ミネラルウォーターを購入。
各担当者で計画書を詰める。
次回理事会で最終的内容をまとめる。
５．下期一斉清掃(11/17)について・・・大野・三宅
10 月下旬に案内（出欠表）回覧済
・出欠表・・・各班長 → 総務担当理事 →事業担当理事
・雨天順延時の連絡経路･･･役員(会長)→班長・運営委員へ一斉メール
・飲物・・・・前日、班長さん宅へ
６．下期会費の集金について・・・西風
順調に集まってきている
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７．防犯活動について・・・彦坂・松本
・夜間パト ･･･ 10 月の参加率 減少。一般参加者が少ない。
・青パト ･･･1 名、車登録し直してから実績なし？登録返上してもらうか？
８．防犯推進リーダー研修会(10/13)報告・・・松本・野本
10 月 13 日(土)9:30～ 市立国分寺台東小学校にて
研修内容
・犯罪発生状況の説明
・実例及び活動報告
・市からの連絡事項･･･ヤング防犯ボランティア隊発足
防犯カメラ設置
緊急雇用創出事業基金の活用事業
青色防犯パトロール支援
９．秋のあいさつ運動について(11/12～16)・・・（代理）彦坂
桜小学校前・・・7:30～
東 4 丁目交差点･･･7:15～
10．その他
・資源回収をしてくれている浜崎商店が廃業するため、現状通りの回収は
3 月末まで。
4 月からは三和起業に引継。これまでと同様に回収してくれるか？
・学研教室前にて盗難の報告（9 月･･･自転車、10 月･･･キックボード）

次回理事会

11/25（日）９:00～12:00

ちはら台桜小にて
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以上

