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１．会長報告・・・吉澤会長
1 月 27 日（土）「ちはら台地区自治会連合会１月度定例会長会」9：00～12：00 より
【報告事項】
・賀詞交換会について（1/12）
85 名参加 各自治会からは総勢 13 名（乙月は不参加）
・都市計画区域変更についての説明会
1/27 11：00 より 教育委員会より第 5 小学校予定地の地目変更について説明
・成人式につて
コミセン体育館にて実施
・総合型地域スポーツクラブ 第 3 回設立準備委員会（1/16）
帝京平成大学の空き教室を利用
小学生と大人対象の講座が中心
10 回 1 クールで 1,000 円程度を予定
年会費 10,000 円を払えば 1,000 円の参加費は必要なくいくつも参加できる
プールは無い（五井に提携施設有り）
ちはら台地区・市津地区を中心に募集予定
・千葉労災病院 出前講座について（1/20）
脳神経外科部長がアルツハイマーについて講演
50 名予定のところ 71 名参加
・トントンエコマラソン
滞りなく実施できた
・村田川愛護クラブ 活動、ワッペンの発注について
連合会で保有していた黄緑のジャンパーに愛護クラブのワッペンを貼り付け、それを
着用して活動
現在 45 名登録
・委員会より
・防災委員会より
ちはら台消防団出初式について（1/6）…当面市津第 4 分団の中で活動
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団員を募集している（現在 10 名）
H26 年度より各自治会から負担金を徴収したい
（H26 年度より市津第 4 分団より独立予定）
・防犯委員会より
年末パトロール（12/30）実施報告につて
雨のため歩行によるパトロールは中止、青パトは実施
・その他
・キャビネット購入について
中古の引戸 2 段書庫を 14,800 円で購入
・選挙投票所変更及び投票区の一部改正について
東 4・9 丁目（乙月管内）は今後（3 月の県知事選から）選挙投票所はちはら台桜小
学校となります
【議題】
・防犯カメラ看板設置について
設置場所は前回理事会で説明（設置済み）
看板設置場所の移動可能
自治会で必要枚数分購入可能・・・12,750 円／枚
・25 年度総会について
4/14（日）会長・副会長 合計 4 名出席予定
・市制施行 50 周年記念ちはら台桜祭りについて
実施日 4 月 6 日（土）
予備日 7 日（日）
かずさの道で出店・・・東（御影台公園周辺）、中央（南）、西の 3 会場
自治会自前のテント等で出店 OK・・・費用はいらない
乙月は自前テントで出店（テント・机・椅子の運搬が必要）
メイン会場は中央（南中前付近）・・・本部・よさこい等イベント実施
会場が３ヶ所になるので近隣東地区の住民しか店には来ないであろう
・・・おもちゃ等購入数要検討
・ちはら台チャンネル放送番組審議会について
2 月 22 日（金）17：00～自治会館 2F 会議室にて実施予定
・神輿修理につて
部分修理（67 万円・4 ヶ月）を依頼（夏祭りの売上げを利用）
・25 年度自治会館施設利用について
2 月 15 日までに予約申し込み・・・例年 7・8・9 月理事会で使用
予約申し込み予定
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・その他
青パト実施未報告者への対応について
来年度の青パト活動の意思確認をする予定（40 台中 6 割程度の稼働率）
・災害時避難場所の鍵受け渡しについて
小学校へ近隣自治会へ鍵の受け渡しを依頼（体育館とミーティングルームの鍵は借り
ている）
※災害時の避難場所はあくまで校庭（建物内には入れない）
・融雪剤の配布について
自治会へは 4 袋まで配布可能・・・必要
会長会以外その他
・都市計画区域変更に関して教育委員会より説明
西地区（堂坂地区）に予定していた第 5 小学校予定地は、市の購入予定はないとの
回答を得たため、UR が民間へ売却予定
牧園小（現在 19 学級）…H32～34 年度に 25 学級予定
増築の予定地をグラウンドに確保
清水谷小（現在 18 学級）…22 学級まで OK
水の江小（現在 13 学級）…21 学級まで OK
桜小（現在 24 学級）…H26～28 は 1 クラス増の見通し
（特別教室を利用）
南中…26 学級まで可能で、今後の見通しとしては 25 学級が MAX（H29）
西中…18 学級まで可能で、H35 までは 18 学級以内、それ以降は減少
※試算は、ちはら台地区の人口が大幅に増える場合を想定
２．トン・トンエコマラソン（1/20）実施報告・・・津田
会場：ちはら台南中学校（スタート/ゴール）、かずさの道
約 600 名が出場
天気に恵まれスムーズに進行された。
・反省点
西中の参加が殆どなかった。（校長先生のみ参加）
３．班長・運営委員会議（2/3）について・・・彦坂
・第 11 回理事会終了後実施予定
・各議題の説明担当者は、資料に沿って説明
４．第 10 回定期総会（3/31）について・・・彦坂
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・スケジュール
原案作成・・・～3/1（金）
印刷完了・・・～3/2（土）
製本・配布・・・3/3 午後
出欠回答書提出（会員→班長）・・・～3/16（土）
〃
（班長→総務担当理事）・・・～3/17（日）（3/24 までに集計）
・議案書作成・・・各担当者
５．防犯活動について・・・彦坂・野本
・夜間パトロール
レギュラーメンバーだけの日が何日かあった。
引き続き、参加の呼び掛けをしていく。
・ちはら台の犯罪件数が増えている。ちはら台がターゲットにされているかも
６．次年度自治会体制と役員体制について・・・吉澤
現在公募中
７．次年度活動計画と予算案について・・・彦坂
・7・8・9 月の理事会は自治会館で、それ以外の理事会は桜小ミーティングルームにて
実施予定
・3/31 の 25 年度第 1 回理事会の開催時間
定期総会が 13：00～15：00 で開催予定のため、総会終了後となると時間が遅くなって
しまうので要検討
・総会準備・・・3/31 12：30 桜小体育館集合
・予算案について
25 年度は防災関連の予算を増やしたい（1/31 現在の会計報告ではかなり予算が余っ
ているので、次年度繰越金が増える見通し）
定期総会の議案書には 2 月末現在の実績を載せ、総会当日に 3 月末現在の会計報告を
配布し差し替えてもらう
８．H25 年度役員顔合わせ会（3/3）について・・・彦坂
・第 12 回理事会（役員顔合わせ会）を 3/3（日）11：00～
ルームで行います。
９．その他
・防災講演会（2/2）・・・彦坂さん出席

4

桜小ミーティング

国分寺市役所の課長さんが講演…国分寺市の防災組織の事例について
以上
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