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ミーティングルーム

小沼理事、清川理事、渡部理事

1. 会長報告
（報告事項）
・桜祭りについて（4/6） 20 万の予算→207､367 円の支出。
写真コンクールについて
選考委員会（4/23 13:00～16:00 自治会館前）
賞品授与（4/27～5/11 自治会事務局）展示準備（4/26 16:30～18:00）
展示期間（4/27～5/19 ユニモ）写真返却(4/27～順次)
・小中学校入学式について（4/9 4/10）
4/9 南中学校入学式（乙月は出席せず）
4/10 桜小学校入学式（吉澤会長出席）
・消防団辞令交付式について（4/14 市津消防署にて 9:00～）
平成 25 年度市津支団本部付団員訓練計画（案）の案内あり
・放送設備機器移設について（3/28）
・信号機設置予定について ちはら台東 1 丁目付近交差点（3/14 県警立ち合い）
・平成 25 年度第 1 回市原市長会長連合会理事会について(4/17)
町会長認定証の交付
・平成 25 年度第 1 回市原市長会長連合会評議委員会について（4/25）
・平成 24 年度青色パトロール活動補助金について
平成 24 年度青色回転灯パトロール実施報告と協力要請 乙月は 6 台登録
（実質 5 台稼動）市から 1 台あたり月 1､000 円（月 4 回以上実施のこと）
協力できる方、募集中。
・その他
各種団体総会について（資料 事務局）
（議題）
・連合会総会議事録について
メールにて各会長へ配信
・平成 25 年度新任自治会会長研修会（4/21 9:30～12:00）
乙月は留任会長の為、出席せず。（市原市関連）（自治会連合会関連）
・委員会について（顔合わせ 4/21 15:30～）
夏祭り 各種イベント（福祉、交通、環境設備、文教、広報、防犯委員会）
乙月は防犯委員会（防犯協会との連携係）
・平成 25 年度会長研修旅行実施計画（6/22～6/23）
6/22 6 月会長会 茂原あじさい園 白子温泉 （青松庭 白子）

1

6/23 移能忠敬記念館 水生植物園 香取神杜 など
・第 12 回ちはら台市民夏祭りについて
（実施日 8/24 予備日 8/25 参加申し込み 5/16 まで）
実行委員選出（5/16 まで）・・・鈴木副会長
夏祭り委員会（5/25）・・・連合会役員
実行委員会（6/9 13:00～、7/7 13:00～）・・・吉澤会長、鈴木副会長
全体説明・運営委員会（7/24）・・・吉澤会長、鈴木副会長、松本理事
自治会別担当（運営委員数 会員数 5％）乙月は 28 名（運営委員にて）
乙月は花火担当
・ちはら台公園清掃について
平成 25 年度ちはら台公園清掃担当自治会
清掃実施要領 清掃実施要領 清掃範囲 乙月は今年度回ってこない
（乙月はシニアクラブが行っている）
・平成 25 年度市内一斉清掃デー（5/26→乙月は 5/18）
8:30～10:30 各自治会内ポイ捨てゴミの回収
・平成 25 年度単位自治会行事について（5/16 までに報告） 吉澤会長が報告
・春のあいさつ運動について（5/20～5/24）各自治会別 小中学校校門
ちはら台駅周辺 その他で実施（参加人数見込み報告 5/16 まで）
乙月は桜小学校正門前（責任者：御影台石橋会長）
シニアクラブは東 4 丁目交差点（責任者：乙月吉澤会長）
・もみの樹台自治会防犯カメラ設置について
・市原市認知症対策連絡協議会について
設立総会（4/28 13：00～）記念講演、シンポジウム（14:00～）五井会館
・今後の会長会の進め方
・その他
民生児童委員選出 委員選出状況について
乙月は東 4 丁目の梶緑様が引き受けて頂くことになりました。
上期納入金請求について・・・乙月
連合会費 554 世帯×550 円=304､700 円（各自治会合計 3,265,350 円）
夏祭り費 554 世帯×600 円=332,400 円（各自治会合計 3,562,200 円）
554 世帯×200 円=110,800 円（各自治会合計 1,187,400 円）
社協へ
554 世帯×100 円= 55,400 円（各自治会合計 593,700 円）
体振へ
55,131 円 （各自治会合計 498,863 円）
印刷代
合計 858,431 円 （各自治会合計 8,974,113 円）
（その他）
・かずさの道沿いの木にカラスの巣がある（注意喚起の看板あり）
・東 4 丁目花壇に新しく倉庫設置（防災備蓄庫）
・5 月より C ブロック総務理事交代
2. 一斉清掃（5/18）について・・・大野副会長、三宅理事
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（実施日）5 月 18 日（土）8:30～9:10 雨天の場合、一斉清掃は 19 日に順延。防災訓練は中
止。19 日も雨天の場合は一斉清掃も中止です。
雨天中止の決定は当日朝 8:00 の天候で判断します。中止を決定した時は、理事メールで班
長、運営委員にお知らせします。
（スケジュール）
8:30 各班長宅前に集合 班長より点呼、一斉清掃と防災訓練概要説明。
8:40 清掃開始
9:10 清掃終了
9:30 各班長宅前集合→ちはら台桜小学校へ移動
9:40 各種防災訓練開始
11:40 消防署講評
12:00 終了（予定）
3. 自主防災訓練（5/18）について・・・鈴木副会長、東山理事
（実施日）5 月 18 日（土）9:40～12:00 雨天中止。中止連絡は一斉清掃と同様。
（場所）ちはら台桜小学校校庭
（スケジュール）
9:30 班長は人数確認し、ちはら台桜小学校へ避難誘導。会場内受付にて班名と参加人数
報告。班長はヘルメット、誘導旗、班長腕章持参。
9:40 各種訓練開始
各ブロックに分かれ、訓練開始。
訓練①避難所訓練、訓練②初期消火訓練、訓練③応急救護訓練、訓練④震度体験、
訓練⑤新聞紙の活用体験、訓練⑥炊き出し訓練。
11:40 市津消防署 講評
吉澤会長 挨拶
12:00 訓練終了
その他、火災などで緊急出動時は消防署の訓練は中止するが、炊き出し訓練、新聞紙の活用
体験は実施する。
4. 防犯活動について・・・彦坂副会長、松本理事
夜間パトロール・・・4 月参加者(人/日)7.6 人、レギュラ(人/日)5.5 人、4 月の一般参加率
28％、雨の日があり実施できなかった日が何日かありました。一般参加目標 5 人！！チラシ
もバージョンアップで一般参加率をあげていきたい。
青色回転灯パトロール・・・実質稼働は 5 台、もっと増やしたい。協力できる方募集中。
5. 上期会費徴収並びに会員数状況・・・西風会計
回収はほぼ終わりましたが、まだ 2 件徴収されていない。
6. 夏休みラジオ体操について・・・彦坂副会長、野本理事
（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
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夏休みの早起きの習慣づけと会員の健康増進。
（実施日時（案））桜小夏休み 7/13（土）～8/25（日）
前期 7/15（月）～7/26（金） 土日除く 10 日間
後期 8/19（月）～8/23（金） 5 日間
合計 15 日間
15 分程度（ラジオの放送時間内）
午前 6:30～
雨天中止
会場は、今年度もみかげ台公園野球場と神無月公園（または霜月公園）分散開催予定。今後
概要は 4 自治会で決めていきます。
7. 春のあいさつ運動・・・吉澤会長
（日時）5/20～5/24
（場所）乙月自治会役員 ちはら台桜小学校正門前 7:30～
乙月自治会シニアクラブ 東 4 丁目交差点 7:30～
8. その他
・自治会資源回収第 2、第 3、第 4 日曜日ですが、今後雨天時は回収を行わない（業者関係に
より）今後全戸配布にてお知らせいたします。
・自治会員への連絡用に、桜小の一斉携帯メールシステムを調査する（吉澤会長）。
次回理事会

日時
場所

6 月 2 日（日）9:00～12:00
ちはら台桜小学校

ミーティングルーム
以上
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