
議　事　録

乙月自治会　平成 24年度 第　12回理事会

作成日：　2012年　3月　3日　　

作成者：　　清川

開催日時 2012年　3　月　3　日（日）　9:00　～12：00

　　　　11：00～12：00　H25年度役員顔合わせ会

開催場所 　　　ちはら台桜小学校ミーティングルーム

出欠確認 欠席者　小沼理事

１．会長報告・・・吉澤会長

2 月 24 日（日）ちはら台地区自治会連合会 2 月度定例会長会･･･鈴木副会長代理出席 

9:00~11:30

【報告事項】

・自衛隊基地見学会（1/ 31）･･･市野会長・斉尾副会長出席（土浦市）

・ 防犯推進リーダー研修会（2/ 2）･･･乙月自治会は欠席

・ 村田川愛護クラブ総会について（2/ 2）･･･1 月に草刈り実施（8 名参加）

　　年 3 回実施したい。会員 45 名　今後増やしたい。　　

・ 支所･コミニュティセンター合同避難訓練(2/8)及び消火設備点検(2/14)

   滞りなく実施

・ 第２キッズアヴェニュー自治会設立について(2/14)

仮名称であるが、4 月 1 日設立予定報告（近隣自治会の同意が必要）

･･･設立するとちはら台は 25 自治会になる。

･  市原市町会長連合会理事会について(2/21)

　　市原市町会集会施設整備事業補助金交付要綱等の見直し

　　（整備計画のある自治会は早めに申請が必要）･･･乙月では予定なし。

　　平成 25 年度市長と町会長のまちづくり懇談会･･･10/19（土）支所会議室にて実施予

定→ちはら台で取り組んでいる事業をアピールしたい。

・ 第 10 回放送番組審議会について(2/22)

防犯カメラの現状について報告

平成 24 年度の実施報告及び今後の実施計画

・ 委員会より

＜防災委員会より＞災害時用小中学校の鍵について

　　水の江小学校の鍵を預かった。連合会事務局 1 本、水の江自治会 1 本。

　　他の学校の鍵も連合自治会事務局で各 1 本預かっている。

緊急時は事務局へ。鍵の管理を徹底すること。役員交代の際は引き継ぎ書を作成する。

・ その他
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・小中学校卒業式及び入学式代表出席者について

　　（卒業式：小学校 3/15、中学校 3/11　入学式：小学校 4/10、中学校 4/9）

  　連合会から代表者が各学校に出席する。桜小…井上さん

　　乙月は桜小・南中の卒業式・入学式に吉澤会長が出席。

・神輿の修理について

　　　　今年度塗り直し、破損修理実施。（8 月までに完了予定）、25 年度夏祭り予算で他

の部材交換を行う。

　　・第 4 回ちはら台町会親睦ゴルフ大会の後援について…参加者募集

　　　　H25/5/14（火）千葉セントラルゴルフクラブにて

　　　　10,000円/人（プレー代、昼食代、賞品代、パーティ代）

　　　　3人以上で申し込み（基本町会単位）…コミセン窓口にて申し込み

【議題】

・ 25年度総会について…吉澤会長出席

日時　平成 25 年 4 月 14 日（日）　10：00~12：00

来賓地元 4 市議、他議員は事前に要望あれば了承予定

・議案書（案）について…活動計画作成中。単位自治会で要望等あれば予算の範囲

内で検討する。

・代議員について…加入世帯数と代議員の出欠を今月末までに報告。

・新旧会長歓送迎会について…吉澤会長出席（同日 18：00～翠州亭）

・ 地区民会議総会…鈴木副会長出席

日時　平成 25 年 4 月 14 日（日）　13：00~14：00

・ 社会福祉協議会総会…大野副会長出席

日時　平成 25 年 4 月 14 日（日）　14：30~15：30

・ 体育振興会総会…彦坂副会長出席

日時　平成 25 年 4 月 14 日（日）　16：00~17：00

・市制施行 50周年記念ちはら台桜祭り（第 3 報）について

　自治会長は本部対応となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・第 1 回実行委員会（2/9）議事録

　　・現在の申込状況と出店内容及び模擬店募集について…東地区　出店数 3　　　　乙

月自治会、霜月自治会、かずさの杜・みかげ台自治会（合同）

　　　　ミントジャム…中央会場での出店

　　・写真コンクール募集要領及び作品選考委員会について

　　・イベント関係について

　　・費用見込み

　　・第 2 回実行委員会（3/9　10：00~）出店打合せ（13：00~）イベント参加者打合せ

（15：00~）
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・ ちはら台消防団今後の運営について

団員 14 名　4 月から活動する。平成 25 年度より連合会は運営費等支援する。

→平成 26 年からは各自治会も運営費を負担していく。団員の募集も行うようになる。

・ ケーブルテレビモニター受託者について

・ 子育て支援部への対応について

・ その他…◎単位自治会総会資料印刷日、印刷枚数については事前に事務局へ

　　　　予約すること。

　　　　　　◎社会福祉協議会　和室の使用について…解決済み

◎交通安全の看板の設置状況確認と補強について

各自治会は看板を適切に管理のこと。強風に気をつける。固定をしっかりする。

（乙月自治会内で新看板 2枚立つ。）

　・次回交通安全協会の業務について支部長より説明を伺う。

　・地区民会議への支援についても、説明を願う予定。

　　　　　　　・防犯カメラ立看板設置要望あれば連合会へ報告。

【会長会以外の報告】

・自治会内で特に暗い箇所がないか確認・報告。…原則街中の外灯（電柱設置）は 1 本置

きに設置　　　　

・ 東 4丁目道路に埋没している点滅標識は随時埋めていくとの事。

・ ガードレールに設置してある反射鏡も確認後修理予定。

・ 2 月 26 日夕刻、乙月公園にて不審者情報あり。…防犯腕章をつけての外出や、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間パトロールへの参加をお願いしたい。

・ A3 まで対応するラミネーターを購入した。（自治会内に 2 台ある）

２．桜祭り(4/6)について…鈴木・松本

　・3/9 に出店の打合せがある。模擬店は自治会を中心に行う。夏祭りに協力してもらった

事業所にも協力をお願いしている。

　・中央会場のイベントも夏祭りでの協力団体を中心に計画。スタンプラリーや写真コン

クールの実施を予定している。

　　＜乙月自治会の出店＞　

　　　つりゲーム・バスケットビンゴを中心としたおもちゃ販売・軽食販売を行う。自治

会会員には飲み物か子供お菓子のプレゼントとくじ引き 1 回を提供する。→参加人

数を速やかに報告（参加者名簿 20 日締め切り）

　（１）日時　　平成 25 年 4 月 6 日（土）11：00~15：00

　（２）場所　　かずさの道　　東エリア（御影台公園付近）

　（３）内容　　①会員へのこどもお菓子又は大人飲み物の配布
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　　　　　　　　②ゲームによるおもちゃ販売

　　　　　　　　③温物スープ・軽食の販売

　　　　　　　　④ジュース・ビールの販売

　　　　　　　　⑤くじびき　

　（４）対応者　　今年度の自治会役員で対応（新年度役員は無し）

　（５）予算　　　10万円

　（６）計画概要　

　　　　①「子供お菓子」または、「大人飲み物」を配布。

プレゼント引きかえ時間は 11：00~14：00 までとし残りは販売する。

②おもちゃ販売（ゲームによる販売）

つりゲーム（プール２セット）

バスケットビンゴ※強風時は中止、残ったおもちゃは夏祭りで使用。

　　　　③温物スープ・軽食販売

　　　　　ブタメン等ミニカップラーメンを販売（ゴミ・汁の減量）

　　　　　わかめスープなど小分け袋入りの温かい飲み物を販売

　　　　　　→カップ、割り箸、お湯等の準備

　　　　　軽食については、おにぎりとから揚げのセット・やきそばなど既成のものを用

意し（各 100食程度）販売する。（せんどうかマミーマート）

　　　　④ジュース・ビール（発泡酒系）の販売…残ったものは清掃・夏祭りで使用。

　　　　⑤くじ引き（乙月自治会会員が対象）

　　　　　1 等~3 等と桜小を準備し、抽選箱に入れて行う。（スピードくじ）

　　　　　　1 等：　3 本　　商品券（せんどうお買い物券 3,000円分）

　　　　　　2 等：　15 本　洗剤等（500~600円相当）

　　　　　　3 等：　参加世帯数分　4 連菓子袋のうち 1袋、うまい棒など 30

円以下のもの　

　　　　　　桜小：　10 本　ワオン商品券かクオカード 1,000円分　

　　　　　その他…・お湯についてはコンロで沸かすか、ポットの利用などで対応する。

　　　　　　　　　・テントの配置等は計画書をもとに当日決定してもよい。

　　　　　　　　　・バスケットビンゴはボール飛び散り防止のためテントの枠組みにネ

ットを張って対応する。

　　　　　　　　　・温物以外の軽食については、今回の理事会で決定したことなので、内

容については担当者が交渉して決めていく。

　　（７）桜まつり当日までの準備

　　　　　3/3 　 理事会
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　　　　　3/4 　 開催案内の回覧　　　（会長→総務理事→各班長）

 　　　 　3/4~ 　おもちゃ・くじ引き景品（1 等・2 等・桜賞）・温物スープ等購入 

（松本）

　　　　　3/20 　プレゼント申込書回収　（班長→総務理事）

　　　　　3/20~22　プレゼント申込書の引渡し（総務理事→事業担当理事）

　　　　　3/24   プレゼント申込書集計データ入力・報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業担当理事→松本）

    　　　3/25~　くじ引き景品（3 等）・バスケット売り用お菓子・プレゼント用お菓

子・飲み物手配　　　（松本）

　　　　　3/30　プレゼント引換券・くじ引き券の配布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松本→事業担当理事→運営委員）

　　　　　3/30~31 役員用弁当手配　　　（松本）　　　　　

　　　　　4/6　　桜まつり  　　　　　　

   　（８）桜まつり当日のながれ

　　　　　8：3 0　　男性役員 4丁目・9丁目倉庫前に集合

　　　　　9：00　　会場へ資機材搬入・運搬

　　　　　9：00~　　会場設営　　　　　　　　※　女性役員 10 時までに集合

　　　　　10：00　　祭り運営の説明（松本）

10：00~10：30　　発注品受け入れ

11：00~　桜祭り開始

14：00~　プレゼント引き換え及びくじ引きは終了。余ったものを

販売

15：00~　片付け

16：30目途　解散

３．第 10 回定期総会（3/31）について…彦坂

　　本日 13：00 より定期総会資料のホチキス止めを行い、総務理事より班長へ配布する。

４．防犯活動について…彦坂

　　夜間パトロール…2 月は寒いため参加者が少なかった。

　　青色パトロール…丸山さんの回転灯が壊れてしまったので、自治会で修理か交換して

いく予定。

　　車パトロール　…A ブロックのマグネットが 1枚紛失してしまった。

　　　　　　　　　

５．その他
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　　定期総会…かずさの杜 12：30 まで。乙月の受付開始が 12：30~。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※旧役員が受付を行う。

乙月自治会　H25 年度　役員顔合わせ会…11：00~12：00

1． H25 年度会長挨拶…吉澤会長

2． 役員自己紹介…各役員

3． 自治会運営について…吉澤会長

　　　①乙月自治会は「安心・安全・快適な街づくり」をスローガンとし、「全員参加型の

自治会」を目指している。　

　　　②役員連絡は原則メールにて実施している。

　　　③理事会は原則第 1 日曜日 9：00~11：30 ちはら台桜小ミーティングルームまた

は自治会館大会議室で実施。

　　　④業務担当者は責任をもって業務を完遂してください。できない場合は速やかに

申し出ること。

　　　⑤域内の事故・不祝儀は迅速に会長に報告、対応すること。

　　　⑥転居されてきた方には 1ヶ月以内に自治会加入をさせてください。

　　　　他地域への引越し以外は原則として退会を認めません。

4． 防犯活動について…野本

　　　　乙月自治会では独自の防犯活動を行っている。

　　　　日中パトロール・夜間パトロール・車パトロール…夜間ﾊﾟﾄについては班によっ

て参加率が低いところがあり、積極的な参加をお願いしたい。今後参加

人数を増やすにあたりどうすればよいか考えていく。

5． 資源回収について…津田

　　　乙月自治会ではゴミの減量・会員一体としての継続的活動・収益金を自治会活動

に充当することを目的に第 2・4 日曜日に資源回収を行っている。4 月からは第 3 日

曜日も加わり月 3 日での活動となる。市での資源回収も始まったが、自治会会員は自

治会の資源回収に積極的に出してもらいたい。自治会費が安くなったりと、会員に反

映されています。

6． 役員体制について…彦坂
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7． 活動・事業計画について…彦坂

8． 第 10 回定期総会、班長運営委員会議について…彦坂

　　　H25/3/31（日）　会場：ちはら台桜小学校　体育室

　　　9：00～11：00　　第 1 回理事会（ミーティングルーム）

　　　12：30～　　　　　受付開始（旧役員）

　　　13：00～14：00　第 10 回定期総会

　　　14：00～15：00　新旧班長・運営委員引継ぎ会、班長運営委員会議

　　　

　　　平成 25 年度第 1 回理事会は 3 月 31 日（日）9：00~11：00

　　　桜小ミーティングルームにて行います。

　　　

　　　定期総会資料作成 3/3 13:00~14:20 まで実施しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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