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1 本部役員会報告（1１月 3 日開催） 
 

（笹野会長挨拶） 

 

 ＊自治会役員をして得たもの？ 

協働作業の中で仲間が出来ましたね。その他にも活動しながら楽しい事はありませんでしたか。 

一緒に活動した部会仲間の名前は覚えておきましょう。 

 ＊役員の皆さまにお願い！ 

日常の”挨拶・声かけ”を意識して積極的に行いましょう。昨年は挨拶推進の標語募集を行いましたが、あれ

から一年経ちました。 

もう一度初心に返り、交わす挨拶からコミュニティづくりを進めましょう。 

     

    “わたしのほうから こんにちは みんなの心も ニッコニコ 

    “あいさつで 心がかよう 桜台“ 

 

1.1. 会長報告 

1.1.1. （外部関係） 

(1) 市長と町会長のまちづくり懇談会 日時 10 月 14 日（日）14 時～16 時 30 分 場所；極東石油クラブ 

＊市長ほか市原市役員と有秋地区 28 町会長が地元のまちづくりについて意見交換を行った。 

【主な議題】 

①有秋公園の整備について 

②天羽田地区の水質検査・市道整備について 

③不入斗小鷹囃子の保存と活動について 

④椎津川の花いっぱい運動など 

(2) 有秋地区市民体育祭 日時 10 月 16 日（祝）８時 30 分～15 時 30 分 場所：有秋西小 

＊桜台からの出席者；約 140 名 

＊選手も応援団も楽しく元気に頑張りましたが、成績は総合５位（地区別対抗リレー；2 位）でした。 

(3) 有秋地区社会福祉協議会の動き 

＊地区敬老会の開催について市原市保健福祉部より開催方法の見直しが要請されている。 

実施内容、開催時期、開催範囲（地域の範囲）など来年度に向け検討する。 

＊小域福祉ネットワーク活動；災害時要援護者の支援について検討する。 

(4) 有秋福祉バザーの開催 10 月 31 日（日）10 時～12 時 場所：有秋公民館 

＊桜台からは食器類、衣類、洗剤など約 80 品目の寄付品を提供しました。 
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ご協力ありがとうございました。 

＊有秋地区全体の売上額は 250 千円弱でした。 

(5) テニスコートの全面張替について 

 ＊予算上から今年度の補修対象にならなかった。 

 

1.1.2. （内部関係） 

(1) 会計監査を実施 10 月 9 日（土） 

＊特別な指摘事項なし 

(2) 地デジ住民説明会の開催  10 月 11 日（祝）18 時 30 分 場所：桜台自治会 2F ホール 

＊１丁目地区が「難視地区」に指定されているが、その一時的対策として衛星放送による方法が提案された。

当該地区家庭には近々この対策に関する文章が配布される予定である。 

＊東京スカイツリーの電波受信が完了する時点（2012 年末）で再チェックする。 

(3) 別館補修の件 

＊使用許可条件である ①屋根飛散防止対策、②北民家側外壁の不燃化 について 

当方の考え方を説明し了解を得ました。 

＊上記 2 点を具体化し、その実施と外壁と屋根の補修を予定する。 

(4) 募金・寄付の集め方について 

＊22 年度赤い羽根共同募金の集め方を、班長作業の負担軽減のため変更しました。 

＊効果については後で検証し、より優れた方法にしたい。 

(5) “桜台フェスティバル”の開催    11 月 5 日～11 月７日（日） 

＊四つのイベント（ふれあい広場、いこいの場、作品展示会、演芸発表会）の担当部（防犯部、防災部、文化

部、福祉部）がボランティアの方々と協働して準備に精を出しています。 

＊風薫る文化の秋、スポーツの秋です。みんなで楽しく集いましょう！ 

（6） 救急講習会（福祉部）  10 月 3 日（日） 9 時 30 分～11 時 ２F 大ホール 

＊姉崎消防署員の上手な説明により、楽しく学ぶことが出来ました。 

＊みんなが救急救命法を学び、お互いに助け合う体制を整えましょう。 

 

1.2. 検討事項 
<以下、専門部サポーター10 名参加し合同会議> 

 

(1) “桜台通り”の街路樹などの整備に関する意見・提言を募集 

＊道路維持課より、街路樹の在り様などについて地元の意見を聞きたいとの申し出があった。 

＊歩道の形、樹種、樹木間の距離など、街路樹の改善について町内の皆さんのご意見を頂きたい。 

(2) 班編成について 

*各地区で検討中であるが、今月中に町会としての基本的要件を決定し、12 月中に班の編成が終わるよう

にしたい。 

(3) 経費節減のお願い 

＊印刷コピー費の上半期消化率が 80％を超えています。 

☆今期予算額 350 千円に対し 9 月末で 293 千円(84％)、予算比大幅超過見込みである。 

(4) フリーディスカッション 
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①募金の集め方について柳田サポーターより、面白い試みであり今後も改善をとの要望あり。

<１．１．２ (4)参照> 

②サポーターに期待するもの//役員とサポーターの協働の仕方を考えよう。 

寄国部長、杉本部長、山口サポーター、川井サポーターより意見あり。 

③現役役員の負担が大きい。他 

 

1.3. 地区長報告 
◆１丁目 菊谷地区長 

＊ 特になし 

◆２丁目 田中地区長 

＊ 班編成替について、 終的な打合せを 10/23 開催、見直し案を今月の常務役員会に諮る。 

◆３丁目 工藤地区長 

＊ 班構成戸数は 1 班 10 戸～15 戸を目途に検討中。その他、現状の大きな変更は良くない等の意見あり。 

◆４丁目 原田地区長 

＊ 班編成替について 11/13 に地区役員会開催し検討する。 

 

1.4. 専門部報告 

1.4.1. 防災部（悦喜副会長） 
①フェスティバル打合せ、買出し班、展示班等の役割分担、作業内容の確認等準備はほぼ完了。 

②自主防災実務者講習会(6 回)終了。 

③本部防災倉庫点検実施。 

1.4.2. 防犯部（小西防犯副部長） 

①フェスティバル準備ほぼ完了。 

②防犯講習会 11/28(日)10:00～ 講師 市原警察署 

③空き巣、忍び込み盗、バイク泥棒の回覧、一戸一灯運動の回覧及び、HP への掲載を依頼。 

1.4.3. 生活環境部（広瀬生活環境部長） 

①犬のしつけ講習会 11/23(祝)10:00～12:00 講師を招き会館にて実施（現在 12 名の申込みあり）。 

②回覧回付「犬、猫の糞、ゴミ・ステーション荒しについて」「迷惑駐車について」 

1.4.4. 文化部（平松文化部長） 

①フェスティバル準備ほぼ完了 

回覧が所定の期限に自治会に戻らず、出展の有無が把握困難であった。今後、回覧の際一考を要する。 

1.4.5. 福祉部（寄国福祉部長） 

①10/3 開催の救命講習会のアンケート結果について。 ＜１．１．２ （６） 参照＞ 

②フェスティバル準備ほぼ完了。 
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1.4.6. 体育部（杉本体育部長） 

①体育祭の選手集めに苦労した。 

文化部同様、回覧がなかなか返却されず、サポーターには大変ご苦労してもらった。 

②夏祭り、体育祭、ラジオ体操等体育部主催の行事は終了。 

反省点も多く、改善点を近くまとめる予定。 

1.4.7. 広報部（我部山広報部長） 

①年間活動計画に沿って計画どおり進捗している。 

②フェスティバルは各専門部の活動状況の記録と写真展示を計画、準備はほぼ完了。 

③次回「桜台だより」はフェスティバル、住環境の迷惑防止を生活環境部とも相談のうえ掲載を検討している。 

1.4.8. フェスティバル委員会（内田副会長） 

①10/31 各専門部と 終打合せ会実施、各専門部とも準備はほぼ完了。 

2 各専門部／サークルからのお知らせ 
特になし 

3 その他 
◆転入者  今田 仁さん（3-3-11） 角 正敏さん（椎津 2800-15） 

◆転出者  小池 克彦さん（3-19-8） 

◆11 月の主な行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

★11/ 3（祝） 9:30～「本部役員会」＆「サポーター会議」 

★11/ 5（金）～11/7(日）「桜台フェスティバル」 

★11/13（土）12:00「有秋中バザー」 

★11/16（火）11:30「婦人会食事会」 

★11/ 21（日）9:30「常務役員会」 

★11/23（祝) 10:00 「犬のしつけ講習会」（生活環境部） 

★11/28（日）10:00～「防犯講習会」（防犯部） 

★12/ 5（日）9:30「本部役員会」 

 


