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1 本部役員会報告本部役員会報告本部役員会報告本部役員会報告（（（（2 月月月月 6 日開催日開催日開催日開催）））） 

（（（（笹野会長挨拶笹野会長挨拶笹野会長挨拶笹野会長挨拶））））    

早や立春も過ぎ、本年度も余すところ 2ヶ月となりました。国内は宮崎の鳥インフル、新燃岳の

噴火、大相撲八百長問題等、海外においてもエジプト騒乱等騒々しいこの頃ですが、役員の皆さん

は「Ｈ２２年度活動報告」や「Ｈ２３年度活動計画（案）」の取り纏めや立案に時間を割き、中で

も、次期役員の選出に奔走しています。真にご苦労さまです。会員の皆さまのご理解とご協力をよ

ろしくお願いします。 

本日の検討事項でもありますが、私事、この度会長職を辞することとしました。平成

16 年以降、5 年間自治会活動に従事してまいりましたが、皆さまのご支援により”全員

参加の安全、安心の街づくり活動”を無難に進めることが出来ました。心から御礼申し

上げます。なお後任に現副会長の内田信宣氏を推薦致しますが、今後とも変わらないご

支援をお願い致します。 

 

1.1. 会長報告会長報告会長報告会長報告 

1.1.1. （（（（外部関係外部関係外部関係外部関係）））） 

(1) 市原市町会長会の動き 

＊市原市町会長大会が開催された； 1 月 29 日（土）9:30～  於；市原市民会館 

青葉台自治会の“ふれあいサロンの構築について”と“ちはら台自治会の挨拶運動の取り組

みについて”の発表があった。 

(2) 社会福祉協議会の動き 

＊小域福祉ネットワーク活動；小学校区別の進め方について検討した。 

＊有秋地区成人式が開催された； 1 月 9 日（日）10 時～   於；有秋公民館 

  該当者数；226 人（市原市全体；3,149 人）、出席者；128 人 

＊敬老会について；23 年度は昨年同様に有秋地区として実施予定です。 

(3) 市民体育祭について（社会体育振興会） 

＊市民体育祭の在り方について、少子高齢化の進行などを考慮し全市的に検討しているが、23

年度は従前通りとなる。但し、その後については更に検討を続ける。 

1.1.2. （（（（内部関係内部関係内部関係内部関係）））） 

(1) 別館の利用について 

＊屋根の雨漏りと飛散防止対策、外壁の張替を終了したので市原市市民活動支援課に報告した。 

＊2 月 3 日 三枝次長と立野リーダーが来館し確認をした。 
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なお、現在の建地は 10 年の借地契約を結ぶ事となります。 

＊2 月 1 日から平常利用としました。 

(2) 会館玄関の自動ドア修理完了のこと 

＊コントローラーの老朽化による作動不良のため。 

老朽化による作動不良の為。今期予算に計上している。（予算 300 千円、修理費 270 千円） 

（3）鹿児島県奄美地方豪雨災害被害者に対する義援金のこと 

＊市原市町会長連合会の要請に対し、自治会として 2 万円の協力をしました。 

(4) 会館防火管理者の変更 

＊苅田征夫さんの退職に伴い一時的に笹野哲郎（会長）へ変更申請した。 

1.2. 検討事項検討事項検討事項検討事項 

1.2.11.2.11.2.11.2.1     役員改選役員改選役員改選役員改選についてについてについてについて 

次期会長は、2 月の本部役員会で“会長候補者”として選出され、4 月の定期総会で承認

を得て就任します。従って、本役員会にて“会長候補者”の選出をお願います。 

次期地区長および副会長は、2 月の地区役員会で選出し就任します。 

次期会計監査員は、2 月の地区役員会で“会計監査員候補者”として選出され、4 月の定

期総会で承認を得て就任します。 

次期理事及び班長は、各区および各班にて決定し、2 月中に事務所へ報告して下さい。 

次期役員の推薦候補者は次の通り（なお、立候補者はありませんでした） 

 

・会長推薦候補者  内田 信宣 さん（4 丁目） 

 ＜推薦理由＞内田氏は自治会活動に常に前向きに取り組んでおり、役員の若返りの観  

点からも適任だと考えます。 

 ＜推薦者＞ 中込道雄、笹野哲郎 

 ＜議決結果＞全員一致で”会長候補者”に選出した。 

・地区長推薦候補者 

＜1 丁目＞菊谷 清さん 

＜2 丁目＞宮崎 栄さん 

＜3 丁目＞神野 定夫さん 

＜４丁目＞選任中 

・副会長推薦候補者 

＜1 丁目＞中込 道雄さん 

＜2 丁目＞悦喜 昭男さん 

＜3 丁目＞西村 俊秀さん 

＜4 丁目＞藤田 富紀子さん 

・会計監査員推薦候補者 

＜1 丁目＞青木 三郎さん 

＜2 丁目＞江刺 勝さん 

＜3 丁目＞森田 貞夫さん 

＜4 丁目＞小島 小次郎さん 
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次期会長は当月の本会議において内田信宣氏が会長候補者として選出されまし

たので、4 月の定期総会で承認を得て就任となる予定です。 

 

1.3. 地区長報告地区長報告地区長報告地区長報告 

◆1 丁目 菊谷地区長 

2 月 27 日に地区役員会開催予定、各役員、理事、班長の選出予定 

◆2 丁目 田中地区長 

2 月 19 日、地区役員会開催予定、各役員、理事、班長の選出予定 

◆3 丁目 工藤地区長 

2 月 13 日、地区役員会開催予定、各役員、理事、班長の選出予定 

◆4 丁目 原田地区長 

2 月 26 日、地区役員会開催予定、各役員、理事、班長の選出予定 

1.4. 専門部報告専門部報告専門部報告専門部報告 

専門部報告の前に木村総務担当副会長より、「23 年度自治会総会に向けて」 

(詳細は別紙参照)の説明があり、新旧役員の重複業務、今後の作業スケジュ一ル等、多忙に

なりますが、引き継ぎもれのないよう留意願います。 

会長始め各専門部部長の 22 年度活動報告及び 23 年度活動方針(案)については別紙を参照し

て下さい。 

1.4.1. 防災部防災部防災部防災部（（（（五五五五十嵐副部長十嵐副部長十嵐副部長十嵐副部長）））） 

①1 月 30 日 防災講習会 35 名参加、2/20 に防火講習会を予定しています。 

1.4.2. 防犯部防犯部防犯部防犯部（（（（岡田防犯部長岡田防犯部長岡田防犯部長岡田防犯部長）））） 

①2 月 13 日 一戸一灯の調査を実施予定です。 

1.4.3. 生活環境部生活環境部生活環境部生活環境部（（（（広瀬生活環境部長広瀬生活環境部長広瀬生活環境部長広瀬生活環境部長）））） 

①ワンコイン料金バス、JR 便とバス便の連携、コミュニティバスの要望等のアンケート調査

を基に日東交通、市交通企画部を訪問しました。 

長期間かかると思料するが引き続き前向きに検討を続けたい。 

②迷惑駐車についても 2 月 7 日に調査結果を基に市原警察署を訪問予定 

③1 月 16 日 生活環境部会の後、懇親会開催 

1.4.4. 文化部文化部文化部文化部（（（（平松文化部長平松文化部長平松文化部長平松文化部長）））） 

①1 月 15 日イルミネーション撤去、1 月 19 日、同一図書 120 冊処分しブックオフに 600 円

にて売却。 

1.4.5. 福祉部福祉部福祉部福祉部（（（（寄国福祉部長寄国福祉部長寄国福祉部長寄国福祉部長）））） 

①1 月 16 日「高齢者地域支援における行政と自治会等との連携」の講演会を開催しました。 
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1.4.6. 体育部体育部体育部体育部（（（（杉本体育部長杉本体育部長杉本体育部長杉本体育部長）））） 

①1 月 30 日 部会開催 

今期活動の体育部としての反省、本部への要望事項は、別紙を参照して下さい。 

1.4.7. 広報部広報部広報部広報部（（（（我部山広報部長我部山広報部長我部山広報部長我部山広報部長）））） 

①1/12 桜台ニュース発行、1/23 広報部会の後、反省会開催。 

桜台 HP にも PDF（電子ファイル）がありますので、印刷、閲覧することが可能です。 

URL:http://www.i-sakuradai.jp/ 

2 同好会同好会同好会同好会／／／／サークルサークルサークルサークルからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ 

特になし 

3 そのそのそのその他他他他 
（１）転入者   ＊なし 

（２）転出者    ＊岡田 賀代子さん（２丁目） 

3.1    ２月、３月の主な行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2    会計報告会計報告会計報告会計報告 

（１）予算計画について 

①1 月末現在自治会会費未納者の方には、地区長、副会長同道にて納付依頼をします。 

②1 月末現在では、一般会計予算内で 2,3 月の収支を賄える見込みです。 

 

 

以  上 

    

★2/ 5（土） 9:30「常務役員会」 

★2/ 6（日） 9:30「本部役員会」 

★2/12（土） 9:30「福祉部会」 

★2/13（日） 9:30「３丁目地区役員会」、14:00「生活環境部会」 

★2/14（月) 10:00「桜台倶楽部月例会」 

★2/15（火）11:00「婦人会食事会」 

★2/19（土）10:00「２丁目地区役員会」 

★2/20（日）10:00「（防災部）防火講習会」 

★2/21（月）10:00「桜台倶楽部憩いの日」 

★2/26（土）10:00「4 丁目地区役員会」 

★2/27（日） 9:30「常務役員会」 

★3/ 6 （日）9:30「本部役員会」 

 


