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1．会長報告・・・吉澤会長
9 月 22 日（日）ちはら台地区自治会連合会 9 月度定例会長会 9：30～12：00
[報告事項]
・帝京平成スポーツアカデミー運営委員会について（9/11）…ちはら台住民が 7 割
・地域連携意見交換会について（7/10）…観光マップを作成中
＊今回(第 10 回)をもって定例会は終了
・防犯委員会より
・大和市防災訓練（スタンドパイプ）視察→今後市原市でも自治会単位で使用できるよう働き
かける。
・防災訓練実施報告（9/1）…ちはら台内 753 名（乙月 45 名）
・福祉委員会より
・敬老会協力について…各小学校 4 か所での実施。今回桜小会場では各自治会の協賛金
（4 万円）も用い実施する。次年度以降は統一予算内かも。
・千葉県献血感謝のつどいについて…日本赤十字社千葉県支部長感謝状銀枠が贈られる。
・平成 26 年度コミュニティ助成事業抽選結果について…連合会として応募するも外れた。
[議

題]
・夏祭りについて…収支報告、反省、今後の要望について
・花火打ち上げについて…11/2（土）コミュニティの祭後打ち上げ予定（18 時以降）
→事前に住民に告知はするが、会場設営は行わない。各自治会に警備等動員の要請がく
るかもしれない。
・市長と町会長の街づくり懇談会について…10/19(土)9：30～11：45 ちはら台支所
（会長出席）
→町会活動の在り方（加入率低下 役員のなり手 今後の町会・町会長の在り方）
・上総いちはら国府祭りについて…10/26（土）14：00～16：00
→乙月より 9 名参加（シニアクラブにお願いする予定）…お茶や昼食の検討
・ちはら台地区市民体育祭について…10/27（日）実施
→乙月・霜月・かずさの杜で黄色ブロック
→テントを各自治会で用意してほしい。
※ブロック対抗リレーでそのブロックに所属していない人を走らせないように徹底してほしい。
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・福祉バザーへの協力について…11/3（日）9：30～14：00 コミセン駐車場
→献品受付中（後日回覧もします）
・トントンエコマラソンについて…平成 26 年 1/19（日）8：30～13：00→担当 吉田
・秋のあいさつ運動について…11/12（火）～11/15（金）
→乙月自治会は桜小学校正門前、シニアクラブはセブンイレブン交差点
・平成 26 年度ちはら台公園清掃当番について
→各自治会が輪番制で実施…乙月はシニアクラブにお願いしている。
・コミセン駐車場改装工事について…11/4 頃～年内 全面改装する。工事期間は空き地駐車
場を開放する。
・その他…清水谷小学校 20 周年記念事業について
[その他報告]
・B-4 川又様奥様ご逝去
・C ブロック編成について…現在建築中を含め、13 世帯増える。ゴミステーションは設置中。11
月中に 2 軒入居予定（入会セットは吉澤会長が渡す）。しばらく
の間は C‐2 班に入ってもらう。他の世帯については来春までの
入居を待って、再度編成を行う。
2.市民体育祭（10/27）について・・・大野副会長・東山
1）運営委員：大野副会長 競技役員：東山
黄色ブロック長：井上会長（かずさの杜） 救護責任者：井上会長（かずさの杜）
2）運営スケジュール
10/7（月）
小学校対抗リレー選手提出締切り
9/30（月）～10/4（金）車両乗り入れ申請期間
10/26（土）9：00～ 体育祭準備日…水の江小学校（体育室）→大野副会長・東山
10/27（日）7：15～ 体育祭当日 …水の江小学校校庭（雨天時：体育室）
10/27（日）17：00～ 反省会 …コミセン和室
3）その他
・テントは 2 張設置を依頼、あとは各自治会の手持ちテントを使用。
（乙月は 10 張を持ち出す予定）
・駐車券については各ブロック１台を発行。→井上会長（かずさの杜）
※荷物の運搬は大丈夫だが、駐車は無理。
駐車場として水の江公園の下側空き地を UR より借りる予定だが、参加者はなるべく徒
歩でお願いしたい。
・喫煙所は校外に設ける。飲酒は行わない。（例年通り）
・綱引き…黄色ブロックは予選Ⅱ組に決定。
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＜乙月としての準備＞
・使用する備品の確認を行う。（倉庫内）
・体育祭参加集計人数→昨年 296 人 今年 253 人
・弁当の締切りが 10/21（月）まで。（せんどう）
※リレー選手（小学生）のお弁当は出るが、親の分までは出ないので追加の申し込み
があるかもしれない。
・夏祭りで使用したお菓子を子供向けに配布予定。
・個別の参加者の振り分けは現在調整中。綱引き・リレー・大縄とびについては参加者と人数
を早急に明確にし、不足人数分を確保すること。
→個人あてに出場種目を書いた文書を配布。（事業担当理事）
・当日 男性役員 7：15 集合（集合場所は後日連絡）
女性役員 8：00 集合
9：00 開始 14：50 閉会 ～16：00（片づけ）
3．上総いちはら国府祭り（10/26・27）について・・・吉澤会長
・練り踊りの練習 10/14（月・祝）10 時～12 時 コミュニティセンター
・当日は運行バスがでます。乙月はセブンイレブンより乗車。
12：25 発
帰りは現地を 16：30 に出発予定。
・法被を当日現地で配布、使用後は洗濯・アイロンをかけ 11/15 までに自治会長まで返却。
会長は速やかに事務局まで返却のこと。
・役員の動員が難しいので、シニアクラブへ依頼予定。→昼食等の準備を検討。
4．敬老会（10/6）について・・・吉澤会長・大野副会長
・10/6（日） 11：00～12：00 桜小学校体育館にて実施。
・マジックとビンゴゲームを予定。お弁当を渡して終了。（会場内では食べない。）
・50 数名参加予定。社会福祉協議会より 2 万円の予算と 4 自治会の協賛金 4 万円で実施。
・当日は吉澤会長・大野副会長が参加。
5．乙月まつり（12/1）について・・・彦坂副会長
1）日 時 平成 25 年 12 月 1 日（日） 11：00～14：00
2〉場 所 ちはら台桜小学校 （雨天時も同じ）→雨なら食べ物だけを実施。
3）内 容 第 8 回理事会で最終決定（11/4）
①お餅つきとお持ちの配布、豚汁・肉まんの配布
②小学生以下の子供向けゲーム・イベント内容
③参加世帯単位抽選会
4）準備
～10/27 まで 役員役割分担作成・開催案内文書作成
10/27 開催案内配布・担当別計画書作成
11/4
開催内容決定（第 8 回理事会）・担当別計画書の検討・確認
11/8
参加・不参加票提出
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11/11

参加・不参加担当希望集計・参加者役割分担決定と表作成
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布
11/24 内容最終確認（第 9 回理事会）・肉まんリハーサル
11/30 前日準備
12/1 開催日
5）作業内容と役割分担
①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
②開催案内、参加者集計
開催案内文書（全戸配布）作成、印刷…彦坂・吉澤
開催案内配布…事業担当理事→運営委員→会員
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
③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布準備…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布
…事業担当理事→運営委員→会員
6) 役割分担
全体責任者
吉澤
調理関係統括 大野
予算管理
彦坂
・餅つき
野本・シニアクラブ
資材備品等統括 彦坂
・餅つくり 清川・渡部
会場配置
彦坂
・豚汁
平野・西風
ガス釜関係統括 彦坂・東山
・肉まん
饗庭・津田
イベント関係統括 松本
・子供ゲーム 三宅・吉田
・抽選会
小沼
・放送
鈴木
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※前日・当日に都合がつかない役員は早めに申し出ること。11/24 の肉まんリハーサルの
際、ガス釜・蒸し器のチェックも行う。
11/30（土）15：00～17：00 桜小ミーティングルームに使用物品、臼・杵の搬入をおこなう。
6．下期会費の集金について・・・吉澤会長
・下期会費の集金のお知らせと赤い羽根共同募金のお願いを 9/29 付で回覧する。
集金セットは後日、西風会計→総務担当理事→班長へ届ける。10 月末までに会費納入完
了のこと。
7．下期一斉（ブロック別）清掃について・・・大野副会長・三宅
日 時：11 月 16 日（土） 8:30~9:30 ※雨天時は 11/17（日）に順延
清掃場所：各ブロック内
清掃内容：道路・歩道の雑草取り、落ち葉拾い、堆積した土の除去を中心に実施。
持参するもの：ゴミ袋・カマ・ほうき・ちりとり・スコップなど。
※10/5 の回覧で告知する。班長は参加・不参加のとりまとめを 10/27 までに行う。
参加した世帯には清掃終了後にゴミ袋を渡す。
8．防犯活動について・・・彦坂副会長・松本
夜間パトロール…一般参加者がなかなか増えない。各ブロック参加者実績表をみても参加世
帯数の割合が低い。（C-4 班は参加者無し）1 度も参加したことのない
世帯が全体の半分以上である。参加者を増やすため、以前話題に出
た子供向けの参加ポイントカードを導入してはどうか。
車パトロール…マグネットシートが劣化して、張り付きの悪いものは交換します
青色パトロール…稼働台数が減っているので、参加者の募集をしています。活動報告はきち
んと行うこと。
9．その他
ゴミネット購入への補助金の件（吉澤会長）
これまで自治会とゴミ班は全く切り離し、自治会は関与しなかった。今後地境環境美化の点
から、ゴミネットを交換する際、自治会から少し補助金を出してはどうか。
→ネット使用の箇所とボックスの箇所で不公平感がでるのでは？
→課題として今後も検討していきます。
次年度役員について
任期満了予定の役員は、後任者に声をかけていくこと。
資源回収について
12 月に自転車の回収を行うが、業者に確認しておくこと。
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次回第 8 回理事会は 11 月 3 日（日）9：00～12：00 ちはら台桜小学校ミーティングルームに
て行います。

以
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上

