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・「自治会ﾚﾎﾟｰﾄ」の発行にあたって・
 

広報紙としては、これまで「桜台ﾀｲﾑｽ」を 3号ま

で発行いたしました。 

これからも発行の機会があれば、「桜台ﾀｲﾑｽ」は

継続したいと考えていますが、発行するには編集

方針を明確に立てる必要があると思います。最近、

会員皆さんの意見を聞くと、「桜台自治会」は、

今何をしているのか? 何をしようとしているの

か? など、自治会の色々な情報を知りたいと言う

要望が多くなってきました。 

そこで、桜台自治会は、これまでも情報をｾﾚｸｼｮﾝ

したり隠したりした事は無いのですが、いま一つ

信頼を得ていなかったのではないかと反省し、自

治会活動の総てをお知らせできるﾒﾃﾞｨｱとして

「自治会ﾚﾎﾟｰﾄ」の発行を決めました。 

色々な要望が出ることは、自治会への関心が高い

という事でもあり大変結構だと思います。 

近隣には多くの町会がありますが、約 1.300 世帯

の町会は、桜台自治会だけです。大きなﾄﾗﾌﾞ 

ﾙも無く、20 数年を経て来ましたが、これからは

色々な問題がでてくるでしょう。例えば、少子高

齢化に伴う諸問題・自治会館の老朽化・自治会費

など難問題が考えられます。 

 

そもそも、自治会は何をどこまで行なうのが良

いのか、これから真剣に考えていくべき問題だ

と思います。しかし、この桜台自治会のｽｹｰﾙﾒﾘ

ｯﾄを大いに生かして、自治会への信頼感を高め

多くの会員が協力して、我々の街・生活環境の

向上に努力して行かなくてはなりません。 

その第一歩として「自治会ﾚﾎﾟｰﾄ」による情報発

信を行ないます。 

三月に一回位の発行により、自治会役員会の議

事内容、現在進めている活動、これから進めよ

うとしている活動及び各専門部活動の状況な

どを内容とします。 

この制作には、編集部員として各丁目から一名が

参加して総員 8名が頑張りました。また、表紙の

絵画の提供を四丁目の小島さんが快く引き受け

て、「自治会ﾚﾎﾟｰﾄ」の為に特別に描いて頂きまし

た事、紙面を借りまして御礼申し上げます。 

色々お気付きの点があろうかと思いますが、より

良いﾚﾎﾟｰﾄにするためにも是非、ご意見・ご叱正

を頂きたいと思います。 

会長 和田幸三郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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･役員会議及び活動の報告･ 
 

これまでの自治会活動に対し、役員が気付いた

問題点を課題化して、三役会・常務役員会で検

討して参りました。この度、ほぼ対応策が決ま

り、一部は実行しておりますのでご報告します。 

 

○4 月度会議他 

①定期総会開催 

②三役会 3 回  定期総会準備､課題検討他 

③本部役員会 3 回     〃 

④常務役員会  課題検討他 

⑤12 年度監査実施 

⑥班長会 専門部活動の件他 

⑦総会資料作成 

⑧会員名簿発行準備 

⑨ﾊﾟｿｺﾝ導入に伴う会計ｼｽﾃﾑの変更作業 

⑩外部会議(主に会長が出席) 

・有秋地区町会長会の会議 

 新旧町会長会議、新旧役員会、総会 

・有秋南小学校の会議 

 第 3 回創立 20 周年記念事業実行委員会 

 

○5 月度会議他 

①三役会  課題検討他 

②常務役員会  年間行事計画､課題検討他 

③専門部会  年間行事計画 

④会員名簿発行準備・配付 

⑤ﾊﾟｿｺﾝ導入に伴う会計ｼｽﾃﾑの変更作業 

⑥一斉清掃実施 

⑦南小地区探検のため小学生来館 

⑧外部会議(主に会長が出席) 

・第 3 回創立 20 周年記念事業実行委員会 

・有秋地区町会長会･全体会議 

・社会体育振興会総会 

・有秋支所･所長他の歓送迎会(町会長会主催) 

・三町会情報交換会(桜台･椎の木台･泉台) 

 三役全員 5 名が出席 

 

1.地区･班の構成に問題はないか 

地区･班の構成にﾊﾞﾗﾂｷがあるが、調整が必要で

はないのか? 現在、地区役員会を開催して意見

を集めています。 

 

2.情報公開の方法について 

ｵｰﾌﾟﾝな自治会をめざし、会館ﾛﾋﾞｰに情報ｺｰﾅｰ

を設置します。自治会回覧・役員会議事録など。 

また、｢自治会ﾚﾎﾟｰﾄ｣の発行を行ないます。 

 

3.非会員対策について 

現在は､｢回覧｣を会員だけに回しているが､総

ての桜台住民は自治会へ加入する事が原則で

す。従って、住民としての権利･義務の観点か

らも住民全体へ｢回覧｣を回すべきではないの

か。少数ですが色々な理由で未加入の方がいら

っしゃいますので、今後どうしたら良いか地区

役員会で意見を集めています。 

 

4.予算執行の権限委譲について 

会則第19条-2で｢予算の執行は常務役員会で審

査･決定する｡｣となっているが、原則として月

一回の開催を待って執行するのは現実的では

ありません。そこで、三役に次の様に権限を委

譲し､事後承認で執行できる事に決まりました。 

1 件が 10 万円以内の通常の支払いは、三役の権

限で執行できる。そのほか予算執行に関する執

行権限を記します。 

①予算内の執行で 1 件が 10 万円以上の高価格

品の支払いは､常務役員会の承認で執行。 

②予算外の執行で 

・全体予算内に収まる場合は､常務役員会の承

認で執行。 

・全体予算をｵｰﾊﾞｰする場合は､臨時総会の承認

で執行。 

 

5.費用節減並びに収入について 

収支のﾊﾞﾗﾝｽを図るため、ﾑﾀﾞを無くす事で費用

を節約する。まず、利用率の低い会館ﾛﾋﾞｰにあ

るﾋﾟﾝｸ電話を廃止しました。(月額約 3 千円節

減) これからも収支のﾊﾞﾗﾝｽを図るだけで無

く収支の見直し努力を続けます。 

 

6.皆さんからの情報の収集について 

①回覧板裏面にｵﾚﾝｼﾞｶｰﾄﾞに印刷した地区担当

役員名簿を貼付。皆さんからの情報を自治会活

動に生かしていきたいと考えていますので、ど

しどし要望等をお寄せください。 

②ﾊﾟｿｺﾝ導入に伴い E-ﾒｰﾙを開設。 

 E-ﾒｰﾙ･ｱﾄﾞﾚｽ s-jitikai@mx5.ttcn.ne.jp 

上記同様、要望等をお寄せください。 

 

7.災害対策について 

地震等の災害対策については、殆ど忘れている

ような状況です。かつては、避難通路・避難場

所等決められていた事ですが、市等に確認して、

改めてお知らせしたいと考えています。 
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①その準備として、桜台団地の地図へ最新の居

住者・空地・空家・施設・備品・防災倉庫・消

火器庫・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ・緑地帯などを記入したい

と考えています。その際は、大変お手数をお掛

けしますがご協力の程お願いします。 

③交通･防犯･防災部では、近々に防災倉庫、消

火器庫の内容をﾁｪｯｸして、何時でも使用出来る

ように点検する予定です。 

 

8.会館入口に腰掛台を設置 

高齢者等の靴の履き換えに便利な腰掛台を設

置しました。 

 

9.ﾊﾞｽ乗換の不便を解消について 

JR 姉崎駅のﾊﾞｽ乗換の不便さを解消する為、現

在生活･環境部で検討しています。要望がまと

まり次第日東ﾊﾞｽと交渉する予定です。 

 

10.自治会回覧について 

色々の回覧物がありますが、自治会発行の回覧

が目立つようにﾌｫｰﾏｯﾄを変えました。 

 

11.自治会館のｷﾞｬﾗﾘｰ化について 

自治会館をより親しみ易い会館へ。皆さんの趣

味の作品を発表するｽﾍﾟｰｽにする事で、会館の

ｷﾞｬﾗﾘｰ化ができないか。ｷﾞｬﾗﾘｰ化を含め利用方

法等について､現在文化部で検討しています。 

 

 
 
 

･皆さんの｢班｣は､○区ですか？･ 
 
桜台自治会の組織は、まず会員をまとめる為の｢班｣。その班をまとめる為の｢地区｣がある事はご存

知の事と思います。 
要するに、「会員」⇔「班」⇔「地区」⇔「三役」が自治会の組織です。 
そして、丁目ごとに四つの地区に分れ｢理事｣がいます。丁目全体の問題を解決する為と理事をまと

める為に｢地区長｣がいます。回覧板裏面のｵﾚﾝｼﾞｶｰﾄﾞには、地区長･理事のﾘｽﾄが貼付されています。 
自治会の総ての情報は、上記の組織に則って流れ、運営されています。 
ところが地区の所属のことは、意外に解っておられない様ですので、｢班｣がどの地区に所属してい

るかをお知らせします。 
○桜台１丁目 

・班名 １・２・３・４・５班は、第 1 区です。（例えば､1 丁目-1 区-1 班と言う事になります｡） 

・ 〃   ６・７・８班は、第 2 区です。 

・ 〃   ９・１０・１１・１２・１３班は、第 3 区です。 

・ 〃   １４・１５・１６・１７・１８・１９・２０・２１班は、第 4 区です。 

 

○桜台 2 丁目 

・班名 １・２・４・５・２０・２１・２２・２３・２４班は、第 1 区です。 

・ 〃   ２５・２６・２７・２８・２９・３０・３１・３２・３３・３４班は、第 2 区です。 

・ 〃   ３・６・７・８・９・１０班は、第 3 区です。 

・ 〃   １１・１２・１３・１４・１５・１６・１７・１８・１９班は、第 4 区です。 
 
○桜台 3 丁目 

・班名 １・２・３・４・５・６・７班は、第 1 区です。 

・ 〃   ８・９・１０・１１・１２・１３班は、第 2 区です。 

・ 〃   １４・１５・１６・１７・１８・１９・２０・２１班は、第 3 区です。 

・ 〃   ２２・２３・２４・２５・２６・２７・２８班は、第 4 区です。 

 
○桜台 4 丁目 

・班名 １・２・３・４・５・６班は、第 1 区です。 

・ 〃   ７・８・９・１０・１１・１２班は、第 2 区です。 

・ 〃   １３・１４・１５・１６・１７・１８班は、第 3 区です。 

・班名   １９・２０・２１・２２・２３・２４班は、第 4 区です。 

以上の通りです。 
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更に、当然ながら桜台自治会の三役だけでは、色々な問題に直接対応する事はできません。 
従って、出来るだけ地区の事は地区での解決をと考えています。この事は、地区長･理事とも承知

の上で活動しておりますので、連絡・要望等はご遠慮なく担当の理事又は地区長へお願いします。 
特に、住民の転入・転出について、必ず班長は自治会に関する相談にあたって、理事又は地区長へ

の報告をお願いします。 
 

・新役員のﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ・ 
会長 和田 幸三郎(ﾜﾀﾞｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ)さん 70 歳 自治会の日直･事務長などを経て、昨春から
会長になった。人の意見をよく聞き、争わないように心掛けている。趣味は読書。歴史も
のが好き。お酒は大好物。1 人息子さんは独立、いまは夫婦 2 人の気楽な暮らし。宮崎県
出身。 

 
副会長 浅野 進(ｱｻﾉｽｽﾑ)さん 51 歳 昨年から現職へ。ｿﾌﾄな話し方で説得力があり、自治
会の運営を支えている。趣味と実益を兼ねた家庭菜園に汗を流す。すべてに焦らずﾏｲﾍﾟｰｽ
で生きるのがﾓｯﾄｰ。奥さんと長女、長男の 4 人暮らし。勤務先は東ﾚﾀﾞｳｺｰﾆﾝｸﾞｼﾘｺｰﾝ。出身
地は新潟県。 

 
副会長 土屋 清孝(ﾂﾁﾔｷﾖﾀｶ)さん 49 歳 昨春、前任者のあとを引き継ぎ事務長を務め、今
春から現職へ。外交的な性格でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に努め、千葉県のﾀﾊﾞｺﾎﾟｲ捨て防止にも参加。長
女は結婚して奥さんと長男、次男の 4 人暮らし。富山県出身。NKK に勤めている。 

 

副会長 小林 嘉夫(ｺﾊﾞﾔｼﾖｼｵ)さん 54 歳 地区長を 4年務め、今春から現職に。生活上の
ﾓｯﾄｰは、とくにないが、健康第一で生活を律している。音楽鑑賞が趣味でﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝが好き
な、おだやかな人柄。奥さんと長男の 3人暮らし。東芝に勤めている。ふるさとは市原市。 

 

事
事
し

人暮らし。団地での生活は 20 年余。長野県松本市出身。住友化学勤務。 

 

2丁目
北海道

。出身は東京都文京区とげぬき地蔵の近く。日電通
工業が勤務先。 

の腕前。釣りは公認釣りｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ。奥さんと二人暮し。川崎市の
出身。外資系のｼﾃｨﾊﾞﾝｸに勤務。 

読書､
音楽､釣りと多彩。家族は奥さんと長男･次男の 4 人。熊本県出身。北袖商事勤務。 

務長 南里 義勝(ﾅﾝﾘﾖｼｶﾂ)さん 64 歳 今年の春から現職へ。くち八丁､手八丁で多忙な
務長役をこなしている。趣味はｽﾎﾟｰﾂ。ｺﾞﾙﾌ､ﾃﾆｽなどのﾌﾟﾚｲを楽しむ。長男､次男は独立
て、夫婦二人の生活。団地での生活は 20 年。東京は下町の生まれ。 

 

1 丁目地区長 市川 博義(ｲﾁｶﾜﾋﾛﾖｼ)さん 57 歳 ことしの春から地区長に就任。好きな言
葉は、とくに意識していないが誠実ということ。長女は結婚して現在は奥さんと二女の 3

地区長 土橋 康夫(ﾄﾞﾊﾞｼﾔｽｵ)さん60歳 ことしの春から地区長に。趣味はｱﾏﾁｭｱ無線。
･九州の仲間と交信したり、防災関係の役員も務めている。家族は次男､三男は独立し

て、夫婦二人､長男夫婦と同居している
信

 

3 丁目地区長 池上 幸茂(ｲｹｶﾞﾐﾕｷｼｹﾞ)さん 48 歳 地区長には今春から就任。｢実るほど 
こうべを垂れる 稲穂かな｣との気持ちで生活している。趣味は尺八と釣り。尺八は池上道
風の号を持つ琴古流師範

 

4 丁目地区長 池田 正(ｲｹﾀﾞﾀﾀﾞｼ)さん 60 歳 ことしの春から地区長へ。とくに人生上のﾓ
ｯﾄｰはないが｢毎日を精いっぱい生きる｣｢一歩でも成長したい｣を心掛けている。趣味は
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･ご存知ですか!! 桜台のｻｰｸﾙ､同好会のいろいろ･ 
 
現在、多くの｢ｻｰｸﾙ・同好会｣が桜台自治会館を

利用して、いろいろな趣味の活動を活発に行な

っています。各ｻｰｸﾙは、同好の皆様の入会を大

歓迎で募集しております。どうぞ、早速にｻｰｸﾙ

の役員へﾃﾚﾌｫﾝして内容をお確かめの上ご参加

ください。 

また、自治会館は、まだまだｽﾍﾟｰｽや日時によ

って余裕が充分にありますので、新しいｻｰｸﾙ活

動の拠点としても是非ご利用ください。次の機

会には施設の詳しい紹介をしたいと思ってい

ます。

 
Ⅰ､身体に良い事ｻｰｸﾙ 
 
①蓮池会 
毎週･月曜日 9:30～12:00    
連絡先 蓮池 松枝 66-2156 
演歌・民謡などの音楽で、身体を動かし、楽し

みながらﾒﾘﾊﾘのある生活が出来たらと思ってい

ます。 
そして、健康第一を考えている踊りの会です。 
 
②ｴｱﾛﾋﾞｸｽ 
毎週･月曜日 10:00～12:00 
連絡先  根本 寿美子 66-2708 
有酸素運動+筋肉ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ+ｽﾄﾚｯﾁで、心と身体を

ほぐし疲労を取る。これが肥満解消と成人病予

防につながります。そして、自分の身体に合せ

て無理なく運動します。 
 
③ﾗｳﾝﾄﾞﾀﾞﾝｽ  
毎週･木曜日 10:30～14:00 
連絡先 斎藤 明子 66-8472 
ｱﾒﾘｶから入ってきたこのﾀﾞﾝｽは、ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽと社

交ﾀﾞﾝｽをﾐｯｸｽしたようなもので、ﾜﾙﾂ･ﾀﾝｺﾞ---な
どのﾘｽﾞﾑに乗って踊るものです。 
とにかく、とっても楽しいﾀﾞﾝｽです。 
 
④千扇流一秀会 
毎週･水､木､金曜日 10:00～11:00 
連絡先 中島 美枝子 66-6446 
歌謡曲に合せて楽しみながら踊る新舞踊です。 
年齢に関係なく、何時も楽しく和やかに練習し

ています。 
 
⑤民謡 
第 1,2,3･金曜日 12:00～13:00 
連絡先 増田 ムラ 66-0043 
成田謡鶴先生のもとで、各地方の民謡を歌って

います。 
声を出すことが健康につながると思います。 
 
 

⑥気功ｸﾗﾌﾞ 
第 1,2,3･水曜日 10:00～12:00 
連絡先 瀬川 義成 66-1246 
｢気｣とは、命のｴﾈﾙｷﾞｰであり、この｢気｣の流れを 
良くする事で、健康な心身やｽﾄﾚｽに負けない精神 
がつくられます。 
 
Ⅱ､文化・習い事ｻｰｸﾙ 
 
①籐のｶｺﾞを編む会(蔓で楽しむ篭作り) 

第 2,4･金曜日 10:00～12:30 
連絡先 岡崎 和子 66-0216 
ｱｹﾋﾞ･籐などを自由に使って、自分が創りたい

ものを作ります。 
 
②ｶﾗｵｹ教室 
第 1,2,3･金曜日 13:00～16:00 
連絡先 高橋 レイ子 66-6828 
伍城伸一先生の指導で、新曲の演歌を練習します。

ｽﾃｰｼﾞで歌うのも楽しみの一つです。 
 
③大正琴 
毎週･金曜日 13:00～15:00 
連絡先 神野   66-4313 
木村流の川手義啓先生の指導を受けて、今年は

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして施設へ慰問に行きます。 
今、施設で演奏する日本の曲を練習しています。 
 
④謡曲 
第 1,2,3･木曜日 10:00～12:00 
連絡先 西山 哲子 66-8208 
能楽の歌詞である謡曲は、日本の昔話･伝説･民

話などが謡われていて、とても解り易く、声を

出すことが好きな人には魅力のあるものです。 
流派は、観世流です。 
 
Ⅲ､世界に羽ばたく･子供のお勉強 
 
①公文教育研究会（公文式桜台教室） 
毎週･月､金曜日 14:30～20:30 
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連絡先 斎藤 聡子 66-0668 



幼児から社会人まで入会でき、英･数･国各々の基

礎学力を、しっかり身に付けることをﾃｰﾏに学習

しています。 
 
②E･C･C 英語教室 

毎週･木曜日 15:30～17:30 
 〃 ･金曜日 15:15～18:15 
連絡先 藤掛 英子 66-1708 
幼児から社会人まで、楽しく話せる英会話教室で 
す。成人には、海外旅行向け短期講習も行なって

います。 
 
③ﾗﾎﾞﾊﾟｰﾃｨ（ﾗﾎﾞ国際交流ｾﾝﾀｰ） 
毎週･水曜日 17:00～18:30、19:00～21:00 
連絡先 衣松 郁子 62-1881 
低～高学年一緒の縦長ｸﾞﾙｰﾌﾟで学習し､世界の

物語などを聞き、それを歌や劇で表現して自然

に言葉を覚える。と同時に外国の子供たちとの

交流を通して、世界を知ることが出来ます。 
 

Ⅳ､ﾃﾆｽ同好会 
 
①鈴木 
毎週･火曜日 11:00～13:00 
連絡先 66-7436 
②今村 純子 
毎週･水曜日 9:00～11:00 
連絡先 66-5895 
③近藤 麻津子 
毎週･水曜日 14:00～16:00、15:00～17:00 
連絡先 66-3630 
④細江 幸子 
毎週･金曜日 9:00～11:00 
連絡先 66-2418 
⑤木下 ふみ子 
毎週･金曜日 14:00～17:00 
連絡先 66-5130 
⑥朝広 紀夫 
毎週･土曜日 9:00～13:00 
連絡先 66-3595 
⑦斎藤 武雄 
毎週･日曜日 9:00～13:00 
連絡先 66-5884 
 
＊同好会入会ご希望の方は、連絡先へお問合せ

ください。 
(敬称略)

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
･････募 集･････ 

 
●自治会ﾚﾎﾟｰﾄの｢表紙の絵｣は、皆さんが参加するｽﾍﾟｰｽです。 
本号では、自治会から小島さんにお願いしましたが、毎回新しい方の作品を紹介し

ていきたいと思います。掲載する素材は、絵だけではなく｢見て美しいと感じる物｣

なら何でも良いでしょう。（例えば、絵画、写真、彫刻、手芸、焼物など）投稿をお

待ちしています。 
 

●今回のｻｰｸﾙ・同好会の紹介は、自治会事務局で知っているものを取上げまし

たが、その他色々とあるのではないかと思います。次の発行では是非紹介して

仲間を集めたいとご希望の方は、事務局へ投稿をお願いします。 
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・主要行事実施予定・ 

 

 6 月                 9 月 
   防災器具の点検                   防災訓練 
  団地内へ設置の消火器や防災倉庫の    実施日 9 月 2 日   
  緊急資器材の点検をして 災害発生    市主催で市内各所を会場に実施します。  
  時の対応に備えます。          有秋地区は南小で消火訓練。ﾎﾟﾝﾌﾟ 
 （既に 6 月 17 日実施済）         操法の実演等が種々計画されます。 
 

  8 月             救急訓練 
                     市原市消防署員による実技指導を受け 
  実施日 8 月 25 日            ます。緊急時に慌てずに出来るように 
  昼の部 子供神輿、夜の部 盆踊りと   日頃の訓練が大事です（9 月 14 日予定）。 

して実行します。子供神輿は幼稚園生 
～小学生を対象に山車、神輿で団地内        有秋地区敬老会 
を練歩きます。             実施日 9 月 15 日 

盆踊りは自治会最大のｲﾍﾞﾝﾄです。例年   有秋地区社協主催で 70 才以上の高齢 
の参加は、会員数が 1250 所帯のうち    者を招待して有秋公民館で実施しま 
800 家族以上です。神輿とその熱気が   す。歌､踊り等の趣向を凝らした演芸  
子供達に担がれて盆踊り会場の中央グラ  があります。桜台の 70 才以上者は 300 
ンドへ到着すると、盆踊りの開演です。  人ですが､例年の参加者は 80 人程です｡ 
老いも若きも参加して大変な熱気です。   送迎バスも準備します。今年はより 
                     多くの人の参加をお願いします。 
      

10 月  

有秋地区体育祭 
  実施日 10 月 7 日 南小にて 

一昨年は総合優勝、 
昨年は惜しくも 2 位 

    
   ファミリ－ハイキング 
 実施日 10 月 27 日 
近くの農園まで家族ﾊｲｷﾝｸﾞを楽しみ 秋の味覚を収穫しよう！ 
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11 月 

   敬老憩いの日             桜台フェスティバル 
実施日は追って連絡、場所は自治会館 各サ－クルや会員の皆様の趣味 
にて。高齢者を招待して憩いの場を提供 や習い事の成果の発表の場を提供 
します。歌、踊りや中学生のコ－ラスを します。絵画、写真、お茶、お花、 
計画。そして出席者の余興ありで今年も 書道、俳句、和歌、パンフラワ－等。 
盛り上げましょう。軽食も用意します。  同時にフリ－マ－ケット、スポ－ツ 
                    大会を開催します。 
                    会員・家族の文化、体育祭行事週間 

を計画中です。 
                    期間 11 月 12 日～23 日 
                    会場 自治会館、中央グランド、 
                       テニスコ－ト。 
 

                  12 月    

  正月飾り講習会          子供玩具講習会 
講師の指導で 正月の玄関飾り、神棚飾り  講師の指導で楽しいオモチャ作りを。 
を手作りで！ たまには手作りで遊ぼうよ！ 
材料費 実費負担。自治会館にて。 小学生 対象。 

 

 

 

 

 

2 月  炊出し訓練 
 災害発生時の食料確保を！  大釜で遊び心を持って炊出しを体得しよう！ 

  実施日は追って 
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●数字で見る桜台団地● 

【1,255】 

全世帯数(自治会員) 
1 丁目 206 名、2 丁目 432 名 
3 丁目 348 名、4 丁目 269 名 

【107】 

班長数 
1 丁目 21 班、2 丁目 34 班 
3 丁目 28 班、4 丁目 24 班 

【243】 

防犯灯数 
100W-----242 灯、40W-----1 灯 

【51】 

ｺﾞﾐ集積場数 
1 丁目 12 ｹ所、2 丁目 17 ｹ所 
3 丁目 13 ｹ所、4 丁目 9 ｹ所 

【5】 

公園・広場の数｡公園は各丁目に 1 ｹ所あります｡ 
広場は野球などが出来る多目的広場です｡ 

【7,470,000】 
自治会費 1 年分の総額 

自治会総収入の 64%です｡その他、市補助金

11%・郵貯団体還付金 12% etc. 

【326】 
小･中学校の全生徒数（H13/04） 

有秋南小在学数 182 名、有秋中学在学数 144 名

全住民の 7.8% 

【4,161】 
全住民数（H12/04） 

0~29 才 1,555 名 37％、30~49 才 884 名 21％ 
50~59 才 1,076 名 26％、60 才以上 646 名 16％ 

 
 
 
 
 
 

 
・自治会事務所ｵｰﾌﾟﾝ日時・ 

 
○毎日ｵｰﾌﾟﾝ(日曜日～月曜日) 9:00～17:00 

但し､昼食時間の 12:00～13:00(土･日･祭日は

12:00～14:00)はｸﾛｰｽﾞです。 
又、年末年始は12月27日～1月5日まで閉館。 
盆休みは、回覧でお知らせします。 
 
○自治会館の利用時間  9:00～16:30 

時間外の利用は事務所にご相談ください。 
 
 
 
 
○新会員のご紹介 
近藤 修巳さん （2-38-3） H13/04 
桃沢 賢治さん （3-16-8） H13/04 
初又  昇さん （2-8-14） H13/04 
鶴岡 道男さん （2-5-1）  H13/05 
高橋 政明さん （2-8-4）  H13/05 
以上､4～5 月に 5 名の方が入会されました。 
よろしくお願いします。 
 
○訃報 
桜台 2 丁目の菊谷家次男篤さん(21 才)が平成

13 年 4 月 7 日に逝去されました。謹んでお知

らせしますとともに、心からご冥福をお祈り申

し上げます。 
 
○自治会費納入のお知らせ 
13 年度分の会費は、原則として 5 月が納入期限

ですので、まだお済になっていない方は納入を

お願いします。 
また、12 年度分が未納の方は至急納入してくだ

さい。 
 
 
 
 

ご意見･ご感想をお寄せください。 
 
発行日 平成 13 年 7 月 1 日 
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植田慈朗･高橋庸夫･佐久間節子･南里義勝 
発行 桜台自治会広報部 
   電話 66-1341 
   FAX 66-0011 
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