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８/2 開催

１．対外関係の報告
１）町会長会議（7/10） 有秋地区盆踊り大会準備など
２）有秋地区盆踊り（7/19） 天羽田盆踊り（7/25） 椎の木台盆踊り（8/1）
２．報告事項
１）
『まちづくり総合計画』策定について
第３回準備委員会開催（７/２５）
・近隣町会（椎の木台、泉台、青葉台）の活動状況調査；
空き地の草刈など町内のことは町内で解決するという思いがうかがえる。
・策定の体系として、
“
「ふれあい、助け合いのコミュニティ」
、
「安心して子育てができ
るまち」
、
「人と自然調和したまち」
、
「災害、犯罪に備えがある安全安心なまち」及び
「計画推進のための手段」
“の 4 体系+１の形で具体化する方向を確認した。
2）ボランティア；桜台お助けマンについて
――目的：
「助け合いの精神」で可能な人が日常生活で困まっている人を支援する。

・第３回準備委員会開催（７/７）
、第４回準備委員会開催（７/27）
活動中におけるリスク（ケガ、破損など）管理について
福祉輸送サービスの法体系の調査
非営利有償活動とするか、非営利無償活動とするか
など検討中
３）専門部サポーターについて
１３名さまに登録頂いた。ご協力ありがとうございました。
防災部；２名
防犯部；１名
生活環境部；１名
文化部１名
福祉部；３名
体育部；３名
夏祭り；２名
４）市原市（行政）への申請、要請について
・ 掲示板（一丁目バス停、中央バス停）
：7/31 工事完了
・ 樹木の枝打ち：現状未着手なので再度市へ要請する
・ 久留里街道歩道（ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ－福祉園）確保：県より予算無く出来ないとの返答
・ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ別館補修：約 200 万円程度かかり、市の補助金対象外のため修繕は保留。
３．その他
１）桜台フェスティバル：11 月 1 日（日）から 3 日（祝日）に実施。
作品展示：1～3 日
ふれあい広場：3 日
演技発表：3 日
ふれあい広場（中央公園）で防災に関する体験型の催しを検討中
２）公園愛護団体登録：
現在、桜台自治会は、
“中央公園と３こども公園（約 3.6 万㎡）
”の清掃登録をしてい
る。新たに“中央公園通り緑地などの 5 緑地（約 1.0 万㎡）
”を追加登録する（作業
分担など詳細は別途検討）
。
３）ゴミステーション改修：現在 7 件の自主改修が終了。予算は 10 件分だが隣近所の
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝにも役立っており制限しないこととする。
４）広報車の個人への貸出し、会館・テニスコート使用料の見直し
これらの提案があるが、近隣自治会の状況などを調査し、引き続き検討する。
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５）転入者・転出者
転入者（4 月） ・服部篤史さん（４－１５－１４）
・永松典俊さん（３－２１－９）
（5 月） ・梅澤一喜さん（３－１９－１３）
（６月） ・村上勝都さん（２－２９－１４）
（7 月） ・上東野克弥さん（１－１０－５）
・永宗勇次さん（４－２３－２）
転出者（4 月） ・清水重信さん（３－２１－１５）
（5 月） ・田谷千代子さん（２－６－３）
（7 月） ・石附弘考さん（３－１１－４）
・安藤紀雄さん（４－２３－９）

・三浦裕次さん（１－４－４１）
・渡邉直弘さん（３－１８－５）

・吉崎光敏さん（３－１７－６）

・川田貴誠さん（２－２８－６）

４．各丁目報告
１）１丁目
・ラジオ体操 1４，５名参加（子供は 3、4 人）
２）２丁目
・ラジオ体操 1３，４名参加
・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ改修 今年度 5 ヶ所完了。消火器を取出し易い場所へ移動した。
・ 防災倉庫の雨漏り修理完了。
３）３丁目
・ラジオ体操 ２３，４名参加（子供 2 名）
・防災倉庫を新しくした。紛失した消火器 2 本入れた。
・深城の道路とＡコープからの道の合流点にペンキで一時停止線が設けられた。
・老々介護の介護疲れが問題化しており、近所同士の見守りが必要。
４）４丁目
・ラジオ体操 ２３，４名参加（子供 2 名）
・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ 2 号の網を交換した。
・会費未納 12 件中 3 件納金があった。
・7/19 夕刻３丁目バス停の灰皿から煙が上がった。
生活環境部で灰皿撤去を検討。回覧等で周知した後灰皿を撤去の予定。
５．サポーター会と専門部報告
１）サポーターの紹介（以下、合同会議）
登録いただいた 13 名のサポーターの方々と本部役員の同席のもとで、自己紹介と専
門部の活動状況について検討した。
登録者は次の通り。
（防災部）土橋康夫さん・青木勇司さん、
（防犯部）小椋俊一さん、
（生活環境部）
中野直樹さん＜欠席＞、
（文化部）菊谷ひろ代さん、
（福祉部）荒金新一さん・坂井
眞由美さん・原行宏さん＜欠席＞、（体育部）川井文夫さん・田中聡・安倍保男さ
ん＜欠席＞、
（夏祭り委）山口高正さん・武石誠さん
２）専門部報告
＊防災部 ・桜台フェスティバルに住民体験型の防災訓練を検討中。
・消火器補充、防災倉庫更新(3 丁目)、修理(2 丁目)完了、完了報告書を提出した。
・平成 21 年度市原市総合防災訓練
日時；9 月 6 日（日） 場所；有秋南小学校
詳細は、追って連絡します。
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＊生活環境部 ・7/4 部会：まつり準備、犬猫糞害対策を検討。
・迷惑駐車調査：7/16、23（１８～19 時）に防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙと共同で実施。
1 丁目（５台、９台）
、
２丁目（１６台・１７台）
、
３丁目（１０台・１３台）
、 ４丁目（１３台・１４台）
＜注＞（
）内の台数は、
（１６日調査分・２３日調査分）を示す。
全体で 45～55 台の迷惑駐車があった。
＊文化部 ・9 月早々から桜台フェスティバルの準備に着手する
＊福祉部 ・7/25 民生委員との懇談会 21 名参加。民生委員と一緒に高齢者対策を
進めたい。
＊広報部 ・桜台ニュース発行。夏祭りポスター作成。桜台だより打合せ実施。
3）夏祭り関連（夏祭り委）
＊スケジュール
20 日 備品確認、搬出準備
21 日 8:00～ 搬出、設営
22 日 8:00～ 紅白幕、提灯等取付け
15:30 子供みこし出発
18:00～ 盆踊り
20:45 抽選会
21:00 閉会
23 日 8:00～ 後片付け
＊各担当部は人員、備品等の確認をお願いします。
＊８/１６に最終確認を行う。
６．８月の主な行事
１）盆踊り練習会（毎週土曜日） ２）太鼓練習（毎週土曜日） ３）いちはら市民まつ
り（8/2 日） ４）桜台夏祭り（8/22 土） ５）衆議院議員総選挙（8/30 日）
雑 感！
＜＜挨拶・声かけはコミュニティの第一歩！＞＞
先月、上を向いて顔を上げて歩くことによって、挨拶を交わし易くなると申しまし
たが如何でしようか？
ところで「おはようございます」と普通に挨拶をしても、今一すっきりしないこと
があります。平板な声で言葉を発し、無愛想で表情にもあまり変化がない・・・この
ような時です。
挨拶を意味のある豊なコミュニケーションにするためには、空疎な言葉だけを投げ
合うのではなく、人間らしい表情や動作をともなう必要がありそうです。
四国遍路の“無財七施の修業“の中に、
「和顔施（いつも笑顔をたやさないこと）
」や
「言施（温かい思いやりのある言葉をかけること）
」の”布施“があります。即ち、 笑
顔で挨拶をすることは、他への奉仕であると同時に自己研鑽でもありそうです。
”上を向いて歩きましょう”そして”笑顔で挨拶・声かけをしましょう！”
（sate）

元気な声で いち！ に！ さん！

朝のラジオ体操で元気な 1 日を！
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一緒につくりました！
1.２丁目８号 GS

2.１丁目 ２号 GS
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