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新年挨拶 宮崎 

2018 年、輝かしい新

年の幕開けです。今年は、

戊戌（つちのえいぬ）の戌

年で、戊（つちのえ）は、

植物の成長が絶頂期にあ

るという意味があり、

2017 年に燃え尽きた豊

かさや幸せの灰の中から、

新たに芽生えた意味や価

値が 2018年にグッと成

長することを示していま

す。この芽吹きの成長も、

過去の失敗や成功に囚わ

れず、前向きに新しい目標

に向かって努力すること

が必要のようです。 

 桜台自治会も、更なる成

長に向かって進んでいけ

ればと願うわけですが、そ

のためには会員の皆様、役

員の皆様の絶大なご支援

とご協力が不可欠になり

ますので、昨年に引き続き

よろしくお願いいたしま

す。 

 2017 年度の自治会運

営も残り２か月余りとな

りました。当年度の自治会

行事は本部役員をはじめ、

関係諸氏のご協力により

例年以上の盛り上がりで

実施することができまし

た。改めて皆さんに感謝申

し上げます。 

 現在、2018 年度の自

治会新役員の選出を行っ

ているところで、来年度も

新役員のお力で、健全で活

気のある自治会運営が展

開できればと思っていま

す。また、この時期は、定

期総会（4月２９日予定）

に向けての諸準備を行っ

ています。当年度の各役員

の皆さんの最後のご協力

をよろしくお願いします。 

 
１２月２４日クリスマ

スイブの日の午後に、桜台

自治会館の 2 階大ホール

でクリスマスコンサート

が開かれました。 

13 時から開催すると

のことで会場に入ると,前

の方には子供達が陣取り,

後ろには桜台の多くの方

が集まっていました。ほぼ

満席の中サンタさんが登

場しコンサートが始まり

ました。 

 

サンタさんのお話が終

わると早速素晴らしい音

色の演奏開始です。 
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ドラムの心地よいリズ

ムに併せて演奏が続いた

あと子供達が入って演奏

をしてくれました。 

 

 

 

次は有秋中学の吹奏楽

部の皆さんによるステー

ジです。伴奏に合わせて,

口笛、手拍子など体全体で

音を出し素晴らしいリズ

ム感で音楽を作り出して

くれていました。 

 

 

 

 

 

次のステージは,全員参

加の演奏会です。舞台の中

央に立ったおねーさんの

リズムや動きに合わせて,

演奏会参加者がそれをま

ねしてリズムを返すので

す。最初は簡単な動きでつ

いて行けたのですが,だん

だん難易度が上がり、手足

の動きも加わり、さらにス

ピードも速くなっていき

難しくなっていきました。 

もう無理だと思ったと

ころでうまい具合にリズ

ムをまねるゲームはおし

まいにしてくれました。 

 

最後は、抽選会です｡抽

選くじの番号が呼ばれる

たびにみんな一喜一憂で

した。 

抽選に外れた人も、最後

は参加賞を頂いて楽しく

帰っていきました。 

あっという間の 2 時間

でした。 
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１１月１１日、１２日恒

例の秋の桜台フェステバ

ルが開催されました。初日

の朝７時頃は、台風並の風

がまだ吹いておりアクア

ラインも停まるほどの強

風でした。羽田空港では、

最大風速２４ｍの強風と

いうニュースが流れてい

る天候でした。おまけに桜

台では横殴りの雨という

状態でした。 

ところが、朝の８時を過

ぎた頃からお日様が顔を

出し始めてくれたのです。

雨も収まり、１０時からは

無事開催することが出来

ました。 

 初日は、自治会館２階で、

多くの芸術作品が展示さ

れていました。 

 

 

 

 

 

 

 初日午後からは、カラ

オケ大会です。 

 

歌う人、応援しながら飲

んで楽しんでいる人、皆が

カラオケを楽しんでいま

した。宮崎会長や大竹副会

長も自慢の喉を披露され

ていました。 

 

 

 

 

 

 ３０名を予定して参

加賞を用意していました

が二十数名の参加を頂き

ました。来年は更に多くの

方が歌ってくれるものと

思います。 

２日目は皆さんの気持

ちが通じて、素晴らしいお

天気になりました。外では

青空市場。カレーとおしる

この無料サービス。 

桜台フェステバル 
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午後からは、演芸発表へ

と移っていきました。 

お琴から演奏は始まり、

詩吟、舞踊、オカリナ演奏、

大正琴、ギター演奏と続き

ました。 

とにかく皆さん芸達者

であることがわかりまし

た。 

まずはお琴の演奏です。 

 

 

詩吟の皆さん方です。 

 

舞踊です。 

 

オカリナの演奏です。 

 

大正琴です。 

 

ギター演奏です。 

素晴らしい演奏でした。 

 

 

 

最後は、恒例のビンゴゲ

ームで今年の桜台フェス

テバルも無事終わること

が出来ました。企画実施の

皆さん。参加された方。寒

い中外で警備交通整理に

当ってくれた方。ありがと

うございました。来年も多

くの方の参加をお待ちし

ます。 
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１０月１４日（土）９時

にあいにくの雨の中、第４

４回市原市市民体育祭有

秋地区大会が有秋南小体

育館で行われました。 

2 回目の体育館での開

催で、昨年優勝の緑園都市

の選手宣誓で始まりまし

た。 

 

 

競技は菓子食い競走、綱引

き、長縄跳び、元気に玉入

れ、有終〇×クイズに限り、

綱引きは男女１０名で行

われました。 

 

 

 

まずは菓子食い競走です。 

綱引きは初戦を制した

ものの準決勝戦で緑チー

ムに敗退し、３位となりま

した。 

 

決勝戦はエンジと緑チー

ムの対戦となり、エンジチ

ームが優勝しました。 

 

長縄跳びは二回の合計

が５回と惜しい結果と終

わりました。 

 

元気に玉入れは白組が

四歳以下の幼児、紅組が七

〇歳以上の方が参加され

ました。 

 

第一試合は白組、第二試

合は紅組が勝ち、一勝一敗

の引き分けとなりました。 

 

最後は有秋〇×クイズで

す。 

 

「有秋南小学校の住所は

桜台三丁目１－２である」

という問題で、「×」が正

解で約４０人から０人に

なりました。 

体育館での開催ながら、

怪我やトラブルもなく無

事終了しました。 

【成績発表】 

優勝 145点 緑園都市 

２位 100点 三井化学 

２位 100点 住友化学 

４位 95点有秋東二他 

５位 90点 椎の木台 

６位 80点 不不入入斗斗他他  

６位 80点日本曹達他 

８位 75点 桜台 

９位 45点 深城・天羽

田、以上の結果でした。選

手・応援・運営で参加され

た皆さんお疲れ様でした。 

市民体育祭 
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10 月 22日（日）に社

会体育振興会主催のファ

ミリーハイキング・芋掘り

会が開催予定でしたが、台

風 21 号の大雨の影響で

中止となりました。 

午前九時に有秋南小体

育館前に集合した約 20

名程度集合していた参加

者に、社会体育振興会の方

から 10月 28日（土）に

鎌田農園に現地集合して

芋掘り会だけ行うと連絡

がありました。 

当日も多くの方が集ま

りいもほり大会を楽しん

でいました。 

 

 

 

 
10 月 1日（日）に千葉

福祉園まつりが開催され

ました。午前 10時からの

スタート前に袖ケ浦高校

ブラスバンドの演奏が行

われました。 

 

 

大広場は大変な賑わいで

す。 

 

青空の下、保護者の方やボ

ランティアの中高生に交

じって地域の方々も参加

する行事であり、皆さん楽

しまれてました。 

 
9 月 23日（土）に桜台

南小学校の隣に位置して

いる幼稚園で運動会が開

かれました。今年で 37回

ということで桜台の団地

とともに歩んできたよう

です。この日は特に暑くも

無く絶好の運動会日和で

した。 

会場入り口ではかわい

いマスコットが迎えてく

れました。玉入れ、綱引き

と子供達が頑張っていま

した。 

父兄達も子供達に負け

じと大きなボールを二人

ひと組で運ぶジャンボボ

ール遊びで汗を流してい

ました。 

お昼を過ぎると子供達

は一斉にお父さんお母さ

んのいる所に戻りお弁当

をほおばっていました。 

 

 

みのり幼稚園運動会 

千葉福祉園まつり 

いも掘り会 
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 桜台にも小さな子供達

がいてくれることは実に

うれしいことです。 

 来年も、運動会は企画さ

れるでしょうから時間が

あれば応援に行ってあげ

て下さい。 

 

 
12 月に入ると自治会

館に文化・体育部が総出で

イルミネーションを飾り

付けを行いました。 

かなりの飾り付け量に

もなり、２日に分けて飾り

付けを終えました。 

 

 

 

 

 
12 月２６日（火）10

時より恒例の自治会館の

年末大掃除が行われまし

た。 

平日のため仕事で出て

いる方も多く、参加者も少

なく少数精鋭の大掃除と

なりました。今年は行事が

雨に見舞われることが多

かったですが、今年１年間

の汚れを払い、全員怪我も

無く、新しい年をお迎えす

る準備が整いました。お疲

れ様でした。 

 

会館入り口は念入りに清

掃しました。 

 

 

 

年末大掃除 

イルミネーション 
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外回りのガラスも大掃除

です。水をかけながらで一

番冷たい作業でした。担当

の方ご苦労さんでした。 

 

 

 

部屋の中の内側のガラス

清掃も結構大変でした。 

1 階は利用率も高い関係

から、窓ガラスに色々な物

が貼り付けられるからで

す。 

粘着テープの跡がしっか

りと残っていて、こすって

取るのに大変そうでした。 

 

一年間お世話になった下

駄箱の清掃です。全てのス

リッパを取り出して、奥の

奥まで清掃してくれてい

ました。 

ありがとうございました。 

今年一年を感謝して神棚

の清掃は会長自らが熱心

におやりになっていまし

た。話を聞いてみたら、神

棚の清掃は歴代会長のお

仕事だそうです。 

来年の無事を祈ってしっ

かり磨き上げてくれまし

た。 

 

最後の仕上げはお飾りで

す。玄関の入り口に飾り付

けました。 

鏡餅も事務室入り口に飾

り付けて今年の大掃除は

無事完了しました。 

 

 

 

 

編集後記 

寒さも厳しくなる折、皆さまのご協力で盛大に催された「桜台フェスティバル」

などの秋の諸行事も無事終えることが出来ました。今回秋冬のイベント特集号とし

て発行させていただきました。 

 

 

                                   


