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1. 会長報告（彦坂会長）
11/21（土）ちはら台自治会連合会 11 月度定例会長会
[報告]
・市議会議員との意見交換会について（辻川）
10/31（土）自治会館大会議室にて、市議会議員（高槻、竹内、田尻、菊岡）と連合会役員（辻
川、元起、井上、石橋、小田島、市野、鈴木、斉尾）で実施。
(1)「未来創生ミーティング」等で連合会から市への申し入れ事項に対し議員の皆さんと歩調を合
わせて行きたい旨申し入れ、ちはら台在住４人の市議に賛同頂いた。
(2)福祉センター誘致が困難なら、周辺施設への交通手段を整備することでもよい。
(3)有事の際は自分達で身を守るしか出来ないが、情報は欲しい。防災行政無線、防災ラジオが機
能する様にしてほしい。
(4)連合会は消防ポンプ小屋の用地確保に苦慮している。議員より「ホームセンターの駐車場借
用」のアイデア提案有り。
詳細は別紙参照。
・市原市町会長連合会理事会について（辻川）
11/18（水）サンプラザ市原にて開催。2/6（土）の町会長大会での表彰者は、団体表彰が、みか
げ台自治会とキッズアベニュー 2nd 自治会、個人表彰が、石倉さん（大岬）、梅沢さん（キッズ
アベニュー 2nd）、吉澤さん（乙月）。
・あいさつ運動実施結果について（元起）
11 月末までに参加人数実績を連合会事務局に報告する。
・委員会より
・防災委員会（斉尾）
12/20（日）14 時 40 分～16 時 10 分ちはら台支所会議室にて、市役所防災課、消防局、支所、
コミュニティセンター、小中学校、自治会長参加で、ちはら台地区災害時避難対策合同打ち合
わせ会を開催予定。
・交通委員会（市野）
11/17（火）自治会館会議室にて開催。千葉市との境界である花壇倉庫前の抜け道について、
速度制限を検討中。
・福祉委員会（高橋）
労災病院出前講座を 1/23（土）14 時～15 時半にコミュニティセンター会議室にて骨粗しょう
症に関して実施予定。
・広報委員会（小田島）
広報ちはら台１月号掲載内容は、秋のあいさつ運動、南 5 旅行会、南牧園旅行会、霜月さつま
いも収穫祭、サウスヒルズ秋のフェスタ、かずさの杜餅つき、水の江自治会紹介等。
・その他
・ちはら台シニアクラブの概要について（元起）
前回の会長会で決定の通り、今年度予算化した補助金 10 万円はちはら台シニアクラブ連合会
へお渡しした。一方、シニアクラブ未加入の老人会で異論も。別途話し合いをする。
・ちはら台駅前開発について（辻川）
フージャースケアデザインがちはら台駅前の土地 1 ヘクタールを購入し、200 戸規模のシニア
向け分譲マンションを建設する。
1

・ちはら台東 5 丁目土質調査について（辻川）
みかげ台公園南側の土地のボーリング調査が 11/18（水）～11/26（木）にかけて実施された。
[議題]
・防犯指導員について（辻川）
現指導員の山崎さんの任期が平成 28 年 3 月末までであり、平成 28 年 4 月から 2 年間の任期で
新指導員選出要。12/18（木）までに連合会事務局に提出。
・災害時避難対策合同打ち合わせ会について（斉尾）
防災委員会報告参照。
・年末一斉防犯パトロールについて（鈴木）
12/29（火）19 時～19 時半に移動交番車両、青色回転灯付車両、徒歩によるパトロールを実施。
開始前に 18 時半からコミュニティセンター駐車場にて出陣式。
・忘年の集いについて（元起）
12/20（日）17 時～20 時に市議、小中学校長、各種団体代表者、自治会長にて八幡屋で開催予定。
・自治会職員賃金改定に伴う規約改正について（元起）
千葉県の最低賃金に合わせて、事務局員の時間給がこれまでの 800 円から 820 円に改正される。
・走友会パトロール活動支援金について（鈴木）
走友会で毎週土日の夕方に実施している練習走や平日夜間の個人練習の際、ジョグパトロールの
防犯ベストを着て走りたい。 ⇒連合会に購入資金の一部を補助して欲しいとの要請あり。
・下期請求印刷代について（辻川）
自治会館のコピー代のカウントミスがあり、乙月は、1866 円が返却される。平成 28 年上期の請
求の際に相殺する。
・その他
・トントンエコマラソン協力について（辻川）
各自治会から 1 名の運営協力員を出す。乙月は岡田理事。
２．秋のあいさつ運動(11/9～13)実施報告（彦坂）
・東 4 丁目セブンイレブン交差点は、乙月シニアクラブを中心に、桜小ＰＴＡと乙月役員で連日 17
名程度が参加。
３．乙月まつり（12/6）について（彦坂）
＜1 週間前までの準備作業＞
ふるさとや加藤・せんどうへの発注
もち米用桶・餅配布の容器等の洗浄
火気使用届けの提出
景品（抽選会・ゲーム）の購入
使用看板類確認
餅配布用のあんこ等の購入

…彦坂
…彦坂、小林、宮本
…彦坂
…内村、三宅
…三宅、内村
…小林、宮本

＜12/5（土）前日＞
9：00 食材受け取り、駐車場でブロック別に仕分け、お手伝い担当者へ手順書と共に配布。
…彦坂、三宅、東山、内村、岡田、秋山
10：00 ふるさとや加藤より納品
（もち米 60㎏・プロパンガスボンベ 4 本・コンロ 8 台） …彦坂
13：00～14：00
南 5 自治会より臼、杵等の受け取り（午前中餅つきで使用）…彦坂、他 1 名
15：00 南 5 自治会で使用していないものがあれば運搬
…彦坂、他 1 名
16：00 軽トラ等で使用備品類を運ぶ
…彦坂、他 3 名
＜12/6（日）当日＞
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7：00
7：30

コンロ等準備・机椅子運び出し
…男性役員
女性役員集合
ガス釜セット（コンロ、釜配置。鍋洗浄、湯沸し）
…彦坂、岡田
机、テント配置
…男性役員
8：00 せんどうちはら台店で豚肉 16㎏引き取り
…堀
8：00～8：30 豚汁具材持ち込み→豚汁調理開始
9：00～9：30 もち米持ち込み 蒸篭は肉まん用ともち米用に分ける
担当別に準備開始
9：30 餅配布、豚汁、肉まん 各担当者集合
10：30 餅つき、ゲーム等 各担当者集合
11：00 第 10 回乙月祭り開会
…彦坂
餅・豚汁・肉まん 順次配布
ゲームコーナー 開始
12：00 ウルトラクイズ
…彦坂
13：30 お楽しみ抽選会
…内村
14：00 閉会
後片付け
…全員
自宅片付け担当者へ調理器具等お届け
…彦坂
・会場配置案：
グランド内校舎に向かって左側（プール側）にゲーム、右側に調理スペースを配置。
調理スペースには子供が入れないようにトラロープで囲む。
消防署から連絡があり、今年は来ないとのこと。
・ウルトラクイズ：最低 20 問程度問題用意。10 人くらいに景品用意。
・豚汁：寸胴鍋は沸きにくいため、行平鍋の方で多く作る。
・雨天の場合：ピロティで餅・豚汁・肉まんの配布のみ行う。
・肉まんリハーサル：本日理事会終了後行う。
・チケット、手伝い担当等のお知らせは 11/30 から通知配布。
４．年末一斉パトロール（12/29）について（彦坂）
・18 時半コミセン駐車場での出陣式後、青パトにて東 4 丁目、9 丁目を巡回する。
青パトメンバーでの参加。
５．トン・トンエコマラソン(1/17)について（岡田）
・事前説明会は 1/11（月）10 時～12 時にコミュニティセンター 2 階第１・第２会議室。
・当日の 1/17（日）は、8 時に南中へ集合。岡田理事参加。
６．防犯活動について（秋山）
・夜間パトロール：10 月の参加者は 9 月よりは増えたがまだ少ない。
過去参加者数の統計より、2013 年ころから年々減少。曜日別では例年水曜日が少ない。
一度も参加したことがない人も多い。→参加者増やすためのアイデア必要。
・青パトロール：新規申請の為の講習会、連絡待ち。
・車パトロール：Ｃブロックで３→２班へ編成しなおし、新編成で開始した。
参加世帯が減ってきている →募集中。
・防犯カメラ増設：設置の許可が近々下りる予定。→設置工事は 1 日程度。
７．その他
・桜小ネットワークで不審者情報が増えているとの報告あり（御影台公園のトイレなど）。
・ちはら台東 9 丁目交差点の押ボタンが 1 か所壊れている→担当である警察に連絡済み。
次回理事会は 12/27（日）9 時～

桜小ミーティングルーム
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