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市原市立ちはら台桜小学校

ミーティングルーム

出欠確認

東山理事、小沼理事、饗庭理事、西風会計欠席、平野理事（10 時まで）

1．会長報告・・・吉澤会長
10 月 20 日（日）ちはら台地区自治会連合会 10 月度定例会長会出席 9：30～12：00
【報告事項】
・市原市町会長連合会理事会・評議員会について（9/25 10/2）
・第 6 回帝京平成スポーツアカデミー運営委員会について（10/9）
各プログラムに参加してほしい。…自治会員へ積極的な参加を呼び掛けている。
詳細パンフレットは自治会館等にあります。
・老人クラブ解散・設立について（10/12）
市原市老人クラブから脱退し、ちはら台シニアクラブを設立した。
・市長と町会長の街づくり懇談会について（10/19（土）9：30～支所会議室にて）
自治会の在り方、各自治会の役員選出方法、市の財政・現状等を話し合う。
…自治会によっては会長を置かない自治会や、役員の任期が 1 年、2 年と様々である。マ
ンションは管理組合と自治会の役員を兼務するところもあり、色々な活動方法が見
られている。
・委員会より
◎福祉委員会
ちはら台敬老会実施報告について（10/6）
桜小学校区 該当者 140 出席予定者 52 出席者 38 出席率 27％（昨年より増）
全体
該当者 885 出席予定者 337 出席者 288 出席率 33％
◎防災委員会
東京国際消防防災展 2013 年について（10/2）…斉尾副会長が防災資材視察
消防団打ち合わせについて…現在市津の消防団付きとなっており、ちはら台専用の小
屋等も無い為団員の士気が下がりつつある。指揮車を
借りられるよう検討中。月 1 回の会合や訓練は実施。
◎広報委員会
ちはら台チャンネル下期取材について
乙月祭り…写真・動画等を撮影し後日提供する。
12 月号の広報ちはら台に乙月の紹介記事が載る。（原稿は会長が提出済み）
11 月中に乙月館内をビデオ撮り（吉澤会長）→後日ちはら台チャンネルで放映。
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・清水谷小学校 20 周年記念事業協賛金について（10/7）
近隣 12 自治会と連合会合わせて 22 万円集まる。→清水谷小校長先生へ。
・秋のあいさつ運動体制について
11/11（月）～11/15（金）で実施（桜小学区は 11 日が代休のため 12～15 日で実施）
乙月自治会→桜小正門前（7：40～8：15）
乙月シニア→4 丁目セブン交差点
・東 1 丁目宅地造成について
ファミール前 94～97 区画、道路を挟んだ反対側（かずさの杜側）に 77 区画
→ともに水の江小学校区
※トラックの出入りが多くなるので、十分気を付けること。
・自治会館床掃除について（10/25）…飲食を伴う使用が増えて汚れが目立ってきた。
※自治会館内の 3 つの会議室は自治会員なら利用可能なので使用したい場合は自治会
会長に申し出ること。（会長の印がいるので）
・事務所レイアウト変更について
現在 3 名の事務員がおり各日勤務は 2 名。月 2～3 日は 3 名で仕事をしたいので事務
所を 3 名体制のレイアウトにする。
【議題】
・上総いちはら国府祭りについて（→台風のため中止）
・花火打ち上げについて→11/2 19：00～19：30 約 500 発 実施
警備は各自治会長、消防団、青パト、市津消防署
・帝京平成短大 博優祭出店について
11/23（土）10：00～15：00 →自治会連合会が出店（綿菓子・焼き鳥・団子・焼き
そば等）
※東京のキャンパスへ移動するため今年で最後となる。
・青色パトロール活動現状、実施者募集について
桜小学校区（乙月 5 台 霜月 1 台 かずさの杜 1 台）
ちはら台内実稼働車両 29 台（その他休止中車両登録なし 3 台）
定期講習会（各人 2 年毎）該当者：A ブロック岩崎さん、E ブロック今井さん
現在実施者募集中です。
・26・27 年度ちはら台公園清掃当番について
2 年に 1 回のペースで各自治会が持ち回っている。乙月はシニアクラブに委託。
H26 年 5 月に実施予定。
・災害時避難対策合同会議について
12/22（日）15：30～16：30 ちはら台支所会議室にて詳細は後日（吉澤会長）
・忘年の集いについて
12/22（日）17：00～八幡屋（吉澤会長）
・下期会費請求について→連合会へ納入済み
乙月納入金額：報告世帯数 554 連合会費 304,700(＠550)コピー代 14,740
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計 319,440

【その他】
・かずさの道のつきあたりにある花壇のガードレールの反射板が破損→修理依頼済み
・C ブロックに新しい道ができたため、今まであったカーブミラーが撤去された。
再度設置をお願いするため、市と相談する。（吉澤会長）
2．市民体育祭（10/27）実施報告・・・大野副会長
・乙月自治会（黄色ブロック）準優勝！！応援賞は 7 連覇！！
合計 242 名の参加がありました。（昨年は 296 名）今後反省事項等のとりまとめをす
るので、1 週間以内に大野副会長までメールすること。
・市民体育祭での賞品は乙月祭りの抽選会の景品に回します。
せんどう商品券…10,000 円分
三ツ矢サイダー…1 箱
→体育祭での賞品なので体育祭の出場者に渡したほうがよいのではという意見があり 、
次年度より検討してみましょうということになる。
3．上総いちはら国府祭り（10/26・27）実施報告・・・鈴木副会長
・台風のため中止となった。
・練踊りの動員について…シニアクラブにお願いしているが、今年は綱引き大会のほう
への参加もお願いし、かなりの負担だった様子。今年は中止だ
ったが今後は検討したほうがよい。
4．敬老会（10/6）実施報告・・・大野副会長
・今年より各小学校区での開催となる。（社会福祉協議会より 2 万円予算あり）
アトラクションでマジックショーとビンゴゲームを実施。お弁当とお土産を配り 1～
2 時間で終了した。
5．下期一斉清掃（11/16）について・・・大野副会長・三宅
・参加人数は現在取りまとめ中。800 名くらいの参加見込みである。(昨年同様)
・班長・運営委員へ一斉清掃の実施要領を配布する。（→事業担当理事）
その際、燃えないごみの集積場所（各ブロックごと）を記入する。
・参加賞のゴミ袋（45ℓ 10 枚）は事前に事業担当理事が班長へ配布しておく。
・C ブロックで班長・運営委員の両方が欠席する班がある。→渡部理事対応。
・雑草が多いので、草取りがメインになるかもしれません。
6．防犯活動について・・・彦坂副会長・野本
・夜間パトロール

…天候が悪い日が何日かあり、また参加人数が少ない日もあっ
たため、実施できない日が何日かあった。
※子供用スタンプカード…ジュースの配布が終わったら、カードに移行する。
スタンプが 5 個たまったら景品を渡すようにするなど景品の
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・車パトロール
・青色パトロール

内容も含め検討していく。スタンプカードについては回覧で
会員に知らせるようにする。
…A ブロックでマグネットシートをなくしてしまったので（大
きいもの）補充する。
…新規参加者大募集中です。

7．秋のあいさつ運動（11/12～15）について・・・吉澤会長
・桜小前（乙月役員）7：4 0～
参加よろしくお願いします。
・4 丁目交差点（乙月シニアクラブ）
8．下期会費の集金状況について・・・吉澤会長
C ブロック・・・集金完了
E ブロック・・・集金完了（会計に納入済み）
9．乙月まつり（12/1）について・・・彦坂副会長
※11/24（日）に予定していた肉まんのリハーサルは雨の場合を考えて、11/16（土）の
一斉清掃終了後に実施し、16 日が雨の場合は 24 日に行う。場所は 4 丁目倉庫か花壇
の倉庫前を予定している。
・年々参加者が減ってきている。（今年も減ると予想）→正確な人数が出てから食材・
計画書の検討を行っていく。
＜餅つき＞
・臼・杵を 4 セット使用。軽トラックを前日より借りている。桜小ピロティに水を
張った臼を搬入する。
＜餅配布＞
・サンプルと同じ大きさで作成すること。
＜豚汁＞
・排水溝が詰まらないように気をつける。
＜肉まん＞
・肉まんの種類が何種類かあるので、リハーサルの際に確認・決定する。
＜じゃんけんゲーム＞昨年同様
＜つりゲーム＞昨年同様
＜バスケットビンゴ＞
・昨年行列ができたため、1 セット追加購入する。強風対策を考える。
＜福引き＞昨年同様
＜子供プレゼント＞
・ジュースの味の配分を検討する。
＜抽選会＞
・イオン 1000 円ギフト券３つ、洗剤セット３つ、米 5 キロ２つ、とんがりコーン、体育祭
での賞品を景品として使用。あたりの本数を増やす。抽選箱は子供が引くと危ないので
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会長が引くこととする。
※11/11 頃参加人数のとりまとめが完了するので、各担当者は計画書の見直しを行うこと。
※前日の 15：00～より桜小のミーティングルームを借りている。雨天を考慮して 12/1 当
日も使用できるよう会長から学校にお願いする。
10．その他
・12/7（土）19：00～ミントジャムにて忘年会を予定しています。会費 2,000 円
・資源回収…資源持ち去りの可能性がある場合は 110 番に連絡を。
・12 月の自転車の回収について…業者と日程を調整して各戸配布用文書を作成するこ
と。
・理事会を欠席する場合は、開催案内への返信の形の一斉メールで連絡すること。

次回、第 9 回理事会は 11/24（日）9：00～11：30 桜小ミーティングルームで行います。
16 日（土）が雨天の場合、理事会終了後に肉まんのリハーサルがあります。

以
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上

