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1 本部役員会報告
● 会長挨拶
夏祭りの季節となりました。
7/18 有秋地区盆踊り大会、8/1 は市民祭りが開催されます。そして、当自治会最大のイベント「桜台
夏祭り」を 8/21 行ないます。
この異常な暑さの中、皆様方には準備に余念なく活動していただいておりますが、健康には充分に
留意して活動し、夏祭りを盛り上げましょう。

1.1. 会長報告
（外部関係）
(1) 第 38 回有秋地区盆踊り大会｛7/18（日）午後 5 時～ 有秋公園｝
＊桜台連の皆様を始め多数の参加、準備、後片付け作業等、ご協力有難うございました。
(2) 市民まつりについて｛8/1（日） PM6 時 15 分～ 市役所前通り｝
＊桜台連として約 60 名が参加しました。
＊来年からは、五井駅まえのプロムナードが会場になる予定です。
(3) 有秋地区敬老会について
＊今年度は、ほぼ昨年と同様に 9 月 20 日（祝）１０時～、アネッサにて実施します。
（ただし、出席者年齢は 71 歳以上の方となります）
(4) ゆめ半島千葉国体について
＊桜台からボランティアとして「おもてなし料理」（婦人会）と「運営係」（個人）に参加します。
＊9 月 18 日（土）は、姉ヶ崎サッカー場周辺の清掃ボランティア活動があります。参加希望者は、お申込み下
さい（自治会事務局まで）。
(5) 有秋地区グラウンドゴルフ大会の開催について
＊日時；9 月 4 日（土） 9 時から
＊場所；有秋南小学校グランド
＊申込は、桜台グラウンドゴルフクラブまで（締切；8 月 27 日）
（内部関係）
(1) 道路清掃車出動、8 月末に市道路維持課より連絡があるとのこと。
*菊谷地区長が対応する予定
(2) 地デジ難視対策
＊1 丁目、4 丁目で 21 世帯難視が報告され、現地調査がある予定（９／２）。
(3) 別館補修について
市から撤去すべしとの通知がありましが、継続使用が出来るように市関係部署に再検討をお願いしていると
ころです。
(4) 有秋南小から校庭草刈り作業ボランティアの協力依頼がありました。
＊日時；9 月 1 日（水） 8 時 30 分～11 時 30 分
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＊ご協力の程よろしくお願いします（申込みは、自治会事務所まで）。
(5) 健康診断「胸部レントゲン検査」7/7 実施 209 名受診
(6) 自治会共用施設管理規程の改定に関する説明会を実施（7 月 25 日）。
(7) 赤十字募金の結果 募金額 434,590 円 (1,140 戸)
＊ご協力有難うございました。

1.2. 検討事項
(1) 「桜台自治会共用施設管理規程」見直しについて（木村副会長）
＊①使用料の改定、②会館利用者区分の明確化、③定期利用者の使用料支払い方法 及び ④
防災倉庫、ゴミステーション、掲示板の管理者の明確化 等を中心に検討しました。
＊8 月度本部役員会（8/1）にて合意を得ましたので、10 月 1 日から施行予定です。
＊詳細については近く、回覧板にて回覧すると共に自治会館内掲示板に掲示致します。

1.3. 地区長報告
■１丁目 菊谷地区長
①ラジオ体操 24 日 15 名 25 日 26 名、31 日 27 名、
1 日 28 名の参加、(子供 5,6 人)現役世代の参加は少ない。参加カードは 32 枚使用。
徐々に増えて来ている（３２人程度）が子供と高年齢者が多い、青少年と働き盛りは少ない傾向です。
②1 丁目地区役員会 8/29 開催予定、主な議題は班編成について。

■２丁目 田中地区長
①ラジオ体操 24 日 17 名 25 日 20 名 31 日 14 名
1 日 16 名の参加(子供の参加は少ない)
②7/10 地区役員会開催
☆班編成替は全体でなく、不具合な地区の調整で良いのではないかとの要望がありました。
☆深城池の周りはジョギング、ウォーキングする人が多数おり、給水施設の設置を市に要請したらどうか。

■３丁目 工藤地区長
①ラジオ体操 24 日 30 名 25 日 26 名 31 日 23 名 1 日 21 名の参加(子供は少ない)
ラジオ体操の参加者は徐々に少なくなって来ている。
②自治会費の滞納、徴収活動を行なった。結果は徴収出来なかった。
今後は、自治会費滞納者への交渉は各地区の副会長と地区長の 2 名で行う。

■４丁目 原田地区長
①ラジオ体操参加者は 17～20 名、子供の参加は少ない
②地デジ難視世帯の調査実施、自治会より支援センターに報告。

1.4. 専門部報告
1.4.1. 防災部（悦喜副会長）
①夏祭り準備、各自の役割分担、資機材の点検完了。
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②7/24、22 年度市原市総合防災訓練についての会合実施。
③7/31、「仮称 自主防災検討会」を立ち上げ。
④平成 22 年度有秋地区防災訓練が 9/5 実施されます。
「防災訓練要領」により訓練を行う。今年度は東小が会場となる。

1.4.2. 防犯部（岡田防犯部長）
①7/25 部会開催、4 月～6 月の活動検証、7 月～9 月活動予定の確認
②7/31ＰＭ7:00 より夜間パトロール実施。防犯ボランティアの皆さんの参加、感謝しています。今後
とも協力をお願いします。
（防犯部員１３名、防犯ボランティア１６名も参加して頂いた、総勢３０名程度で４班に別けて実施）
防犯ボランティアは月～金に活動している。
③夏祭り準備作業、順調である。
④8/28、年末、年始に夜間パトロールを予定している。

1.4.3. 生活環境部（広瀬生活環境部長）
①自治会ＨＰに「花ボランティアグループ」紹介を掲載。
②夏祭り準備、順調である。
③犬のしつけ講習会/迷惑駐車アンケート実施。現在、回覧板にて回覧中である。
④バス、ＪＲ便の増便の検討の進め方について住民アンケート調査を検討している。
⑤8/8 部会開催予定 夏祭り準備の最終確認、一人暮らしの高齢者支援について討議する。

1.4.4. 文化部（平松文化部長）
★7/25 部会開催、夏祭りに関して打ち合わせした。

1.4.5. 福祉部（寄国福祉部長）
①7/24 講演会「高齢者地域支援の現状(市原市)」開催、受講者 55 名
市への講師派遣依頼、打合せ、民生委員さんとの打合せ、会場設営、片付け等、初めてのイベン
トで大変であったが、好評裡に開催できた。
②夏祭り準備は 8/8 に予定している部会にて最終確認を行う。

1.4.6. 体育部（杉本体育部長）
①7/18 ラジオ体操開催への準備として、本部役員、地区長と協議。
記念品、景品(子供)の贈答、8/29 最終日の全体集合等協議した。
②8/8 夏祭り準備、体育部の最終打合せ実施予定。その際、会場設営の各専門部員と合同で設
営の打合せを行う。

1.4.7. 広報部（我部山広報部長）
①夏祭りの模様は 9 月末、「桜台だより」発行予定。
②従来の「フロム⇔ツウ」は「自治会長への手紙」に名称変更予定。

1.4.8. 夏祭り委員会（内田副会長）
①設営、警備、子供神輿、プログラム等準備作業は委員会、各専門部とも順調に進んでいる。市、
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警察、保健所等対外的な届け出も済みました。
②8/15 に最終確認会議を予定しているので、各専門部の代表者の出席をお願いします。

2 各専門部／サークルからのお知らせ
●ホームページ委員会
（１）ホームページのリニューアルについて検討中です。
（２）パソコン相談室を月 2 回（第 2、第 4 日曜日の 9 時から）自治会館で行っています。

●有秋地区防災訓練に参加しょう！（不意の災害に備えよう）
＊9 月 5 日（日）

8 時 10 分までに各地区（丁目）の１次避難所に集合です。

＊その後、→中央公園→有秋東小までの避難誘導訓練。及び応急救護訓練などがあります。
（注）１次避難場所；
（１丁目）中央公園（すべり台横）
、 (２丁目）わんぱく公園
（３丁目）ちびっこ公園、

（４丁目）なかよし公園

3 その他
－１．転入者；小野木健さん（１丁目）

一柳明さん（３丁目）

－２．転出者；増田忠雄さん（３丁目）

●８月、９月の主な行事
☆8/1(日) 9:30～ 桜台自治会館「本部役員会」

☆8/1(日)18:15～ 市役所前通り「市民祭り」

☆8/7(土)「椎の木台盆踊り大会」

☆8/14(土)「深城納涼祭」

☆8/21(土)「桜台夏祭り」

☆9/1(水)「南小草刈りボランティア」

☆9/4(土)「本部役員会」

☆9/5(日)「有秋地区防災訓練(東小)」

☆9/20(月)「有秋地区敬老会」(アネッサ)

☆9/25～「ゆめ半島千葉国体」

●広報部よりお知らせ
（１）地域活動情報の収集
各サークル、ボランティアグループからの活動情報を広報部までお寄せ下さい。フロム・ツーやメールで情報を受け付けます。

（２）桜台 HP へのサークル、グループの紹介について
今後、HP のリ ニューア ルも 計画されていますので、HP への紹介 掲載を希望するサーク ル、グループはホームページ 作成委員会
（s.jitikai@gmail.com）あるいは広報部までご連絡下さい。

以 上

4

