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去る４月２９日（日）午

前９時半から自治会館に

おいて定期総会が開催さ

れました。 

 

総会は会員数１２０１

人中、出席者１４０名（委

任状８２９名）で、総会成

立要件を満たしました。 

  会長が体調不良で欠席

という異例の総会でした

が、大竹 3 丁目副会長が

会長を代行し、平成２９年

度の活動報告、会計報告、

平成 30 年度活動方針、平

成 30 年度会計予算の審

議が行われ、質疑応答の後

承認されました。 

 

 

平成３０年度役員は宮

崎会長、会計監査４名が２

年目となり、３副会長、２

地区長が留任、３丁目渡邊

副会長、２丁目星野地区長、

３丁目高村地区長が新た

に加わりました。さらに地

区長、理事（専門部部長）

の紹介が行われ新体制が

スタートしました。 

平成２９年度は自治会館

備品類の盗難事件が発生

し、鍵の交換や防犯カメラ

の設置などの防犯対策を

行いました。また、会議用

テーブル７０台をリニュ

ーアルし、費用は別途積立

金から、トイレの洋式化、

受付窓口の改修も行い費

用は営繕費から充当され

ました。 

盗難にあった投光器、音

響機器、草刈り機などの物

品は新規購入し、費用は盗

難保険で賄われました。 

平成３０年度予算には

自治会館の老朽化に伴う

窓枠の修繕、軽トラックの

更新などが計上されてい

ます。また、外壁の塗装補

修も市の補助金の活用を

検討する計画になってい

ます。 

総会では会議室使用料

を周辺の自治会の水準に

合わせて値上げしてはど

うかとの提案があり、継続

して検討することになり

ました。 

 

詳細は桜台ニュースをご

覧ください。 

 

平成 30 年度(第 38 期) 

定期総会開催 

桜台だより 

201８年（平成３０年）６月１０日 第４０号 
発行・編集 桜台自治会広報部 
ホームページ http://www.i-sakuradai.jp/ 

◇１～４面：定期総会、新役員の挨拶、退任役員挨拶  

◇５面：6 月以降の主な行事  6：地域活動・サークルグループのご紹介   ◇

７面：深城池「桜まつり」、一斉清掃、南小運動会 ８面：南っこ音頭、編集後記 

◇７面：桜台お助けマン互助会   ◇８面：有秋南小運動会・編集後記 
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3 丁目 副会長 

   渡邊 伸夫 

 

 この度大竹副会長の後

を受けまして、副会長の大

任を拝しました３丁目の

渡邊です。力はございませ

んが、桜台の皆様どうぞ宜

しくお願い致します。桜台

に船橋から移り住み１１

年、福島県二本松市出身の

私は１回目の東京オリン

ピック開催の年に生まれ、

まだ現役世代です。２年後

には２回目の東京オリン

ピックを迎えます。また、

来年は新しい年号にもな

ります。この大事な時期に

副会長になったことは、使

命の大きさを感じます。 

 夏まつり実行委員長の

副会長を受けた理由の一

つについて「若手から渡邊

さんがやるなら手伝いま

すよ」と声を掛けて頂いた

からでした。 

 その他にも私の人柄か

ら手伝うよと言って頂い

たり、イベント部からの付

き合いの方々や、小学校親

父の会の OB の協力も得

られるから引き受けまし

た。 

 しかし夏祭りが成功す

るには、長年住んでいる諸

先輩方の皆さま方の協力

なくしてはあり得ません

ので、惜しみない御協力を

どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 理由の二つ目は、自治会

組織の世代交代と活性化

です。中々働きながらの自

治会活動は大変です。今回

私は副会長という大役を

通して更に、人格を磨き上

げ「人と人の触れあい」「絆

を」大切にしたいと思いま

す。不慣れな部分と現役世

代という制約はあります

が、更に成長していき、次

の若手が自治会活動にな

んらかの形で参加できる

橋渡しにと思っています

のでどうぞ宜しくお願い

致します。 

 「大変とは、「大きく変

わる」と書きます」今回の

役をこなして行きながら

自分でも変わり、桜台全体

が変わっていき益々発展

して行ってくれる一助に

なればと思います。 

 今回の夏祭りの目玉に、

南っこ音頭があります。気

さくな南小学校の校長先

生曰く、日ごろお世話にな

っている桜台自治会に何

か恩返しをし、地域活性化

の為に平成２９年度卒業

生が作詞をされたとのこ

と、作詞のエピソードの話

をお伺いしましたら、「更

に涙うるうる」になりかけ

ました。 

 ８月１８日午前子供神

輿、夕方の盆踊りには、是

非足を運んで頂きますよ

うどうぞ宜しくお願い致

します。 

 

２丁目 地区長 

   星野 勝弘 

 

 今年度２丁目地区長を

務めます星野です。昨年は

生活環境部に籍を置き「街

の美化活動」に努めてきま

した。そして、今年度も生

活環境部の皆さんと一緒

に活動を継続することに

なりました。昨年の反省点

を少しでも取り返すべく

活動する所存です。 

 花ボランティアの皆さ

ん方との「美しい街づく

り」への共同作業とともに、

桜台に住んでよかったと

思われる街づくりへ向か

って会員皆様と共に安

全・安心の街づくりへ向か

って精一杯の努力を傾注

していく覚悟で一年間頑

張りますので皆様方のご

協力を宜しくお願いいた

します。 

 

３丁目 地区長 

   高村 修次 

 

前年度３丁目地区長の

椋井氏より、本年度の地区

長推薦を頂いた高村でご

ざいます。 

新任役員挨拶 
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自治会役員としては新米

ですが、会長、副会長及び

他の地区長のご支援、ご助

言を頂きながら 1 年間勤

めさせて頂きます。 

 桜台も他地域の団地の

例にもれず、世帯平均年齢

が年々上昇傾向にありま

す。微力ながら、若い世代

や子育て世代に対し、住み

やすさ、安心安全な桜台の

魅力を発信し、桜台に住ん

でみたいと思ってもらえ

るよう頑張ってまいりま

す。 

 

 

3 丁目 副会長 

  大竹 幸夫 

 

 前 3 丁目副会長の大竹

です。班長、地区長、そし

て副会長を 3 年間自治会

の活動をお手伝いさせて

いただきました。担当はイ

ベント企画部のアドバイ

ザーとして、又、夏祭り実

行委員長として皆さんの

ご協力を頂きながら何と

か進めさせていただきま

した。私も勤めているとき

は、自治会のことは殆ど知

りませんでしたし、どんな

ことをやっているのかも

知りませんでした。 

 こうして 5 年間続けて

活動してみて一番のプレ

ゼントは、諸先輩や若い人

など、いろいろな人たちと

知り合いになった事です。

どこの地域でも高齢化や

人口減少など抱える問題

は同じだと思いますが、桜

台は他とは一味違うコミ

ュニティだと感じていま

す。 

 皆さんがいろいろなサ

ークルに積極的に参加し

ていただき活気ある桜台

にしていくことを期待し

ています。 

 

３丁目 地区長 

  椋井 美佐夫 

 

 地区長兼生活環境部ア

ドバイザーを務めさせて

頂いた椋井（むくい）です。

この１年間、大変充実した

日々を過ごすことができ

ました。これも偏
ひとえ

に関わ

った皆様方のご指導、ご協

力の賜物と深く感謝して

います。 

 地区長としての目標→

結果は、①本部役員会；毎

回１件以上の活動報告を

行う→達成。②地区単位の

行事（市内一斉清掃、防災

訓練、会費徴収、地区役員

会等）；前年度実績を上回

る活動をする→全て達成。

評価が甘いですね。 

 アドバイザーとしては、

前任からの引継ぎ資料が

完璧、且つ、部長のリーダ

ーシップと副部長の影の

支えのバランスが絶妙だ

ったので何もすることは

ありませんでした。夏祭り

は途中で雨天中止ながら

焼きそば完売・黒字達成、

フェスティバルでも大根

完売、野外ワンコインパー

ティー等、楽しかった思い

出ばかりです。最高のメン

バーでした。花ボラ支援は

途中でリタイヤしてごめ

んなさい。 

 後任の高村地区長を宜

しくお願いします。 

害虫に注意 

 害虫が活発に活動する季節になりました。団地内でもマ 

ダニの被害が発生しています。桜台の街路樹、公園、緑地 

は市原市が管理しています。公園や緑地でマダニに噛まれた、 

スズメバチの巣を見つけたなどありましたら、市に駆除を依 

頼しますので自治会までご連絡ください。 

 安全・安心の街づくりにご協力ください。 

退任役員挨拶 
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 会 長   1 丁目 副会長  2 丁目 副会長   3 丁目 副会長  ４丁目 副会長 

 宮崎 栄    大野 敏雄     末永 悟  渡辺 伸夫   荒巻 克巳 

          防災担当      会計担当     企画担当    総務担当 

     

１丁目地区長    ２丁目地区長   ３丁目地区長  ４丁目地区長 

 金子 千之     星野 勝弘    高村 修次   舘野 村敬 

 文化・体育部 生活環境部     広報部     防犯部 

 アドバイザー アドバイザー    アドバイザー    アドバイザー  

 

 

理
事

1丁目
1区 山田　尚人
2区

2丁目

1区
2区

3丁目

1区
2区

4区

4丁目

1区
2区
3区
4区

 イベント企画副部長
岡　　秀樹  広報部長

3区 野口　志朗  防犯部長
楠田かつ子  防災副部長
山田　浩嗣  生活環境部長

3区 園　　雅年  文化・体育副部長
4区 坂本　英治  広報副部長

関根　健次  防災部長
中島　敏男  イベント企画副部長

3区 石澤　孝弥  文化・体育部長
湯本　　勝  福祉副部長
寺西　　久  イベント企画部長
中田　　明  生活環境副部長
原田　　茂  防犯副部長
坂下　悦子  福祉部長  

 

平成３０年度役員 
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６月以降の主な行事  

＊昨年度実績を元にしています。実施の際は別途回覧の予定です。 

 

 

定期開催  婦人会さくら 

いきいきサロン 

毎月第一金曜日 10 時から１２時 自治会館 １階ホール 

お茶とお菓子でひと時を 

会費 ￥１００ 

参加はどなたでも 

ふれあい昼食会 

毎月第３火曜日 １２時から１４時 自治会館 １階ホール 

昼食とおしゃべりの時間 

会費 ￥５００ 

参加は７０歳以上の一人暮らしの方 

８０歳以上の高齢世帯の方、昼間おひとりの方 

＊事前に婦人会に連絡 

 ＊開催日が変わることがあります。予定は自治会館の掲示板に貼られています。 

 

ラジオ体操に参加しませんか 

 小学校の夏休みに合わせて各公園でラジオ体操が行われます。ラジオ体操を忘

れかけている方も早朝の公園で体を動かしませんか。昨年は８月最終日の参加者

全員に参加賞がありました。 

６月 

６/３（日） 市内一斉清掃デー 

6/9（土）～ 盆踊り練習会（毎週土曜日） 

6/17（日） 救命救急法講習会 

７月 

ラジオ体操 土曜、日曜の朝 6 時 30 分 各地区の公園 

盆踊り練習会（毎週土曜日） 

子供太鼓練習 

有秋地区盆踊り 

８月 
椎の木台盆踊り 

8/18（土）桜台夏祭り 

９月 総合防災訓練 

１０月 市民体育祭 

１１月 桜台フェスティバル 

１２月  

1 月  

2 月  

3 月  
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サークルグループのご紹介 

；自治会館を利用しているサークルグループをご紹介します。 

分類 活動内容
基礎練習と合奏。3弦の練習と合奏
大正琴の稽古
観世流謡曲,仕舞の稽古
日本舞踊稽古、踊りの未経験者でも歓迎です。
舞踊稽古おどれるようになります。
誰でも踊れるようになります。
グランドゴルフ
軟式野球
ヨガを通じて身体の健康向上と親睦をはかる。
生活習慣病改善
ゴルフ
ラウンドダンス
誰でもできるエアロビクスで健康に、スリムに
健康体力づくり
ヨガの練習

ダンス フラダンスの練習
ラジカセをかけて、懐かしい歌を歌う会
カラオケの勉強
オカリナの練習
クラフトテープを使い籠作り
籐工芸
詩吟
頭の体操
女性麻雀
麻雀大会

南房総誠吟会
さくらんぼ
桜台倶楽部女性麻雀
麻雀同好会

歌声喫茶
歌謡勉強会
オカリナさくら
エコクラフト教室
籐のかごを編む会

ラウンド　ラブ　

ソフトエアロビクス
健康体操教室
桜台ヨガ教室
リコ桜台

日本芸能

スポーツ

音楽

趣味

グループ名
お琴
フレンズ
西謡会
千扇流一秀会
桜の会
盆踊り特訓
桜台Gクラブ
オールドボーイズ
桜台ヨガ教室
自彊術
桜華会

 

 

地域活動のご紹介 

；桜台を拠点に活動している団体をご紹介します。 

団体名 活動内容
桜台倶楽部
　(長寿会）

毎月の憩いの日、おりおりの小旅行、レクを開催し、健全で豊かな老後を目
指して活動している。月２～３回の「うきうき健康・筋力体操」は人気

ホームページ
　作成委員会

自治会に関する事柄をホームページでの広報活動を行っています。

桜台お助けマン
　互助会

家事手伝い、庭木の手入れ、草取り、ヘアカット、買い物、送迎、外出支援
など皆さんのご支援をしています。

婦人会さくら
地域貢献を目的に、ふれあい食事会、いきいきサロンなどで交流を深め、地
域の絆作りに励んでいる。

防犯ボランティア
　パトロール隊

空き巣犯罪をなくすために、毎日パトロールを行っています。パトロール中
の挨拶・声がけ運動、ポイ捨てゴミ回収、それに公園愛護活動と活動の幅を
広げてきています。

花ボランティア
「バス通りを花で一杯の美しい通りにしよう。」と頑張っています。自治会
館の周りは花で一杯になりました。
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 4 月 8 日（日）第４回

深城池「桜まつり」が開か

れました。今年は桜の開花

が全国的に早く、葉桜での

開催になりましたが天候

に恵まれ多くの人で賑わ

いました。 

 

市原山火太鼓の皆さん 

 おなじみの市原山火太

鼓、有秋南小学校のみなさ

んのエイサー、有秋中学校

吹奏楽部の演奏、木更津総

合高校チアリーディング

部の演技、みのり幼稚園児

の歌とお遊戯、市原中央高 

 

南小エイサーの演技 

校合唱部のコーラス、千葉

大チアリーディングサー

クルの演技など近隣の皆

さんの演技や、歌謡ショー

で春の日を楽しみました。 

 
賑わう模擬店 

 地元の有志、自治会の各

ボランティアなど総動員

で模擬店をひらき大いに

盛り上がりました。また、

地元姉ヶ崎地区の企業、商

店からの協賛もいただき

ました。 

 参加された皆様、ご協力

ありがとうございました。 

  

 

 

最初はラジオ体操から 

 5 月 19 日（土）有秋南

小学校運動会が開催され

ました。天候が心配されま

したが、雨上がりの曇り空、

熱くもなく、砂埃もない運

動会日和でした。 

 

全校児童による綱引き 

午前の部の最後には２９

昨年度卒業生の卒業制作

『南っこ音頭』がお披露目

されました。 

 

楽しくお弁当 

 南小全校児童が紅組、白

組分かれた対抗戦では

311 点対 329 点で白組

が勝利しました。地区対抗

は桜台１、２丁目が勝利し

ました。 

 

閉会式 

 

 
 6 月 3 日（日）市内一

斉清掃が行われました。桜

台では882人が参加して

空き缶やゴミを集め、スッ

キリした桜台になりまし

た。 

一斉清掃 

有秋南小学校運動会 

深城池「桜まつり」 
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 南っこ音頭は地元に何か恩返しができないかということで、平成 29 年度卒業生の

卒業制作として各地区のイメージキーワードを取り入れた歌詞に、椎の木台の並木先

生に振付けしていただき完成したそうです。6 月 17 日に全校生徒で練習、19 日の

運動会でお披露目となりました。また、ビデオもあるので振付けを見ることも可能と

のことです 

 

 

編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雨の季節、散歩のついでにアジサイ観賞はいかがでしょう

か。団地内でもバス通りの植え込み、深城池、テニスコート

脇の遊歩道、二丁目奥の斜面や、その上の久留里西往還道な

ど、色々な所にアジサイが植えられています。今年、深城池

の周囲にアジサイがたくさん植えられました。数年後が楽し

みです。 

 アジサイは 2,000 品種以上あり、新品種がぞくぞく作ら

れているそうです。アジサイを交配して実生の苗が作れれば、後は挿し木で簡単に増

やせるので貴方だけの新品種のアジサイ園が作れるかもしれません。 

 アジサイによる食中毒が時々新聞にのりますが毒の詳細は未だ不明とのことです。 

編集後記 

 新メンバーによる第 1 号の桜台だよりをお届けします。桜台の今と、何かお役に立

つ情報を心掛けてまいります。よろしくお願い致します。 

 

南っこ音頭 

全校練習会風景 

アジサイを見に 


