議
乙月自治会

事

録

平成 25 年度 第 1 回理事会

開催日時

2013 年

3月

開催場所

市原市立ちはら台桜小学校

出欠確認

欠席者

作成日：

2013 年

作成者：

平

31 日（日）

4月

20 日

野
9:00

～

11:00

ミーティングルーム

なし

議題
１．会長報告・・・吉澤会長
（報告事項）
・社会福祉協議会ちはら台支部研修会について（3/2）
認知症について話があり、認識が変わった。（市野会長）
・総合型地域スポーツクラブについて（2/2）
正式名 帝京平成スポーツアカデミー 2013 年 5 月スタート。
女子サッカークラブを募集したい。（17:30～19:30）
・小中学校卒業式、入学式について
卒業式（中学校 3/11、小学校 3/15）入学式（中学校 4/9、小学校 4/10）
参列者 ・南中（市野会長）・西中学校（石黒会長）・牧園小学校（辻川会長）
・清水谷小学校（市野会長、斉尾会長）・桜小学校（井上会長）
・水の江小学校（永野会長、本間会長）
・ちはら台福祉ネットワーク宛クレームについて
障害者支援部会主催のボッチャの看板が開催日を過ぎた後も放置されており、強風によ
り、看板が通行中の子供に当たりそうになった。
・防犯カメラシステム光回線の実験について（打ち合わせ 2/22,実験日 3/14）
光伝送方式(FTTH 方式)の導入を検討
・ケーブルテレビモニター料請求について
このモニター料は、連合会の防犯カメラの予算に計上させていただく。
・ちはら台チャンネル機器移設及び停波について（3/28）
現在自治会館にある機器を東８丁目の CATV 設置へ移設（一時的停波）
・市津商店街との打ち合わせ会について
市津の活性化及びちはら台との協力について協議。市津商店街が寂れてきた為、4/13 市津
春祭りにむけて宣伝をさせてほしい。
・キッズアベニュー 2nd 自治会設立総会について
現在 92 世帯が入居→将来 181 世帯予定（ちはら台 25 番目の自治会）
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・メールボックス追加購入について
自治会館内のメールボックスは 24 の自治会数までしか対応できない。25 番目のキッズア
ベニュー 2nd 自治会が設立されるので追加購入する。
・ビデオカメラ購入について
現在のカメラは小さい音が拾えないので、性能の良いカメラと集音マイク等を購入予定。
・25 年度施設利用について
自治会館、コミセン、支所会議室の利用一覧表が完成（間違いがないか確認）
・その他
・学校支援ボランティアについて。連合会としても協力していきたい。
・社会福祉協議会解散及び設立総会について（3/30）
「社会福祉協議会ちはら台支部」を解散し、4/1 より「ちはら台地区社会福祉協議会」へ移行
する。そのための解散総会、設置総会を 3/30 に実施する。
・第 4 回ちはら台町会親睦ゴルフ大会について
H25．5.14（火）千葉セントラルゴルフクラブにて。各自治会 3 人以上で申込み（基本町
会単位）。１名あたり 10,000 円（プレー代、昼食代,賞品代、パーティー代）。コミセン窓
口にて申込み。参加者募集中。
（議題）
・Ｈ 25 年総会について（吉澤会長、彦坂副会長、大野副会長、鈴木副会長出席予定）
日時 平成 25 年度 4 月 14 日 10:00～12:00
議長 金子さん
書記 太刀川さん 来賓 地元 4 市議 他の議員は事前であれば了
承予定。
・議案書（案）について 現在調整中。
・役員及び各種団体委嘱について・・・あまり変化なし
・地区民会議総会（吉澤会長出席予定）
日時 平成 25 年 4 月 14 日 13:00～14:00
・体育振興会総会（吉澤会長出席予定）
日時 平成 25 年 4 月 14 日 14:30～15：30
・市制施行 50 周年記念ちはら台桜祭りについて
乙月自治会は、旧役員にて運営（平成 24 年度役員）
日時 25 年 4 月 6 日（土）11：00～15：00
・新旧会長役員歓送迎会について（吉澤会長出席予定）
平成 25 年 4 月 14 日（日）17：00～翠洲亭 会費 5,000 円
16：50 自治会館前出発。
4/21（日）9:30～12:00
・新任自治会長研修会について
4/21（日）13:00～15：30
・定例会長会について
6/22（土）～6/23（日）原則全員参加
・会長研修旅行（案）について
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日帰りも可 白子温泉宿泊 参加費：10,000 円
・民生児童委員選出について
乙月自治会（4 丁目）から 1 名選出のこと（4 月までに）
・その他
・市施 50 周年記念行事「広げよう太鼓の、和、輪、ＷＡ」について
事業開催に伴う協賛金を依頼（一口 5,000 円 二口 10,000 円）
・犬の糞の苦情（井上会長）
街中の苦情は名前を言ってくれた事案に関しては対応していきたい。（市野会長）
２．ちはら台桜祭りについて・・・鈴木副会長、松本理事
日時 平成 25 年 4 月 6 日（土）11：00～15：00（正味 4 時間）
場所
内容

かずさの道 東エリア（御影台公園付近）
①会員への子供お菓子又は大人飲み物配布
②おもちゃ販売（ゲームによる販売）
③温物スープ系販売
④ジュース、ビール販売
⑤焼き菓子の販売
⑥くじ引き
対応者 H24 年度自治会役員で対応
３．一斉清掃(5/18)について・・・大野副会長、三宅理事
環境美化、近々コミュケーション作りを中心に、清掃活動を実施致します。一斉清掃に引
続き、ちはら台桜小学校にて防災訓練を実施致します。
（一斉清掃）
日時 5 月 18 日（土）8：30～ 雨天時は 5 月 19 日（日）一斉清掃のみ。
集合場所 各班長宅前集合→各ブロック内清掃
清掃場所 4 丁目、9 丁目 各ブロック（当日、班長より詳細説明）
４．自主防災訓練(5/18)について・・・鈴木副会長、東山理事
（防災訓練）
日時 5 月 18 日（日）9:30～12:00 雨天中止
集合場所 各班長宅前集合→市原市立ちはら台桜小学校 校庭へ移動
訓練内容 初期消火訓練、応急救護訓練、震度体験（起震車）、新聞紙活用体験
ハイゼックス米による炊き出し訓練など。
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５．防犯活動について・・・彦坂副会長、野本理事
参加率は先月に比べ、3 月は若干アップ。レギュラー以外参加者 2.6（人/日）今後気候も
良くなり不審者も増えてくるので、地域みんなで防犯活動に御協力をお願いいたします。
６．上期会費徴収及び会員状況について・・・西風会計
平成 25 年度上期自治会費及び自主防災会費の徴収スケジュール
･3/31（日）班長会議宛文書配布、説明
・4/6（土）～ 会費等集金についての文書回覧開始。文書回覧終了後、会費等の集金
・4/28（日）まで 班長→総務担当理事納入。総務担当理事→会計納入
７．防災倉庫増設について・・・彦坂副会長
乙月自治会の保有備品が増え、他の倉庫がほぼ満杯状態のため必要なものが取り出せな
いこともあり、非常に効率が悪い。そこで、防災倉庫を 4 丁目花壇に増設し、非常時に備えた
防災備品備蓄品に充てるとともに、他の倉庫の収納物もこの機会に合わせて整理すること
を提案する。
・倉庫 タクボ物置 JN-2919 面積 5.57㎡（1.69 坪） 床耐荷重 3340kg
・設置場所 4 丁目花壇中心付近の芝生の奥側
・収納物他

ミネラルウォ―ター、無洗米、ハイゼックス袋等の食品、飲料類。
臼、杵、寸胴鍋等の調理関係の備品類（置き場所は固定して表示を設ける）
・背が高いため、乙月公園倉庫内の踏み台を持ってくる。
・4 丁目倉庫と同様、天井に LED 照明をつける。
次回理事会

日時
場所

5 月 5 日（日）

時間 9:00～11:30
市原市立ちはら台桜小学校 ミーティングルーム
以上
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