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本部役員会報告（12 月８日開催）
１．11 月度本部役員会議事録の確認 → 全員異議なし。
２．会長報告
平成 25 年も残り 1 ヶ月足らずとなりましたが、
各位何かと忙しい毎日と思います。
文化・体育部では X'mas
イルミネーションの準備に余念がないようで、フェスティバルに続いての作業ご苦労様です。
自治会としての最後のイベントである"桜台フェスティバル"は、各担当のご尽力で盛大且つ楽しく開催する
ことができました。"カラオケ大会"、"演芸発表会"では改めて出演の皆さんの素晴らしい才能を堪能しました。
年明けは早速来年度の自治会運営に向けて準備することになりますが、ご協力を宜しくお願いします。
・11 月度の出来事
11/3(日)

有秋地区社会福祉協議会福祉バザー

*於有秋公民館

*桜台提供品は 10/30 搬入
11/4(月・祝) 常務・本部役員会

*審議内容は議事録の通り

11/9(土)・10(日) 桜台フェスティバル
11/17(日)・18(月) 有秋地区社会福祉協議会研修旅行
*福島県富岡町生活支援センターの視察及び研修他
11/17(日) 市原市市制 50 周年記念式典
11/17(日) 防犯講習会

*於市民会館

*於桜台自治会館

*テーマは空き巣・ひったくり対策について。30 名の参加者だった。
11/19(火) 有秋南小区安心・安全ネットワーク推進委員会

*於椎の木台自治会館

11/27(水) 有秋南小学校(2 年生)町探検で自治会館来訪
*会館見学と諸質問への回答(自治会の仕事等)
・市役所、消防からのメール情報
10 月の犯罪(再掲示)：全２73 件(うち自転車盗難 57 件、器物破損 42 件、窃盗 34 件)
11 月の犯罪：全２28 件(うち自転車盗難 41 件、車上狙い 32 件、器物破損 24 件)
11 月の火災：全 4 件(通報は 6 件)

11 月の不審者情報：全 6 件(11/18 椎津、11/21 五井、

11/25 玉前、11/25 八幡、11/27 玉前、11/29 飯沼)
・報告事項：１）街路樹(電線障害)の調査について
各地区長さんに調査いただいた、電線障害の街路樹についてまとめて西部公園管理事務所に報
告し(11/19)、所管の振り分け後の対応検討をしていただいています。
場所
1丁目
2丁目
3丁目
4丁目
合計

件数
８ヶ所
１１ヶ所
２ヶ所
１３ヶ所

所管
公園管理所管
東電電線支障
NTT回線支障
個人宅
私有地
不明
３４ヶ所 合計

件数
１５ヶ所
９ヶ所
４ヶ所
２ヶ所
３ヶ所
１ヶ所
３４ヶ所
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２）敬老会についての社協アンケート(回答)について
敬老会の在り方について有秋地区社会福祉協議会で有秋南小区安心・安全ネットワーク推進委
員会の笹野会長より再度の確認動議が出されたことを受け、今回アンケート調査の依頼があった
ので回答しました。
３）2 丁目防災倉庫の移設完了について
2 丁目わんぱく公園下・保育所用地売却関連の防災倉庫移設を 11/6(水)8:30－14:00 に
宮崎会長、秋元副会長、佐藤地区長、川上さんの 4 名の立会および作業協力の下行われました。
倉庫保管品は佐藤地区長が整備され、若干コンパクトになり、梱包袋は新品に交換済です。
４）
「赤い羽根共同募金」の募金結果について
桜台の募金集計は、"292,673 円/747 件でした。(昨年の実績は"326,830 円/860 件)
５）平成 26 年度自治会経費予算策定の今後の作業と方針について
平成 26 年度の自治会経費予算策定は、新田副会長と以下のように進めて 1 月度本部役員会で
承認を受ける予定です。

平成 26 年度予算で修繕費に新倉庫および基礎工事の費用を約百万円で計上予定しています。
６）平成 26 年度新役員(副会長、地区長)選出のための地区役員会について
地区役員会を平成 26 年 2 月 16 日(日)午前 9:30－12:00 に以下の場所で予定しています。
1 丁目：別館 2 丁目：2F 大ホール 3 丁目：1F ホール 4 丁目：2F 会議室
・審議事項：１）フィリピン台風 30 号災害募金について
11/8 にフィリピンを襲った台風 30 号は中部のレイテ島をはじめ甚大な被害を与え、犠牲者
は 5,200 人を超え、避難生活を余儀なくされる方々は 400 万人以上になると報道されています。
市原市で以下のように募金活動を行ってますが、町会・自治会への募金活動の依頼はありません
でした。そこで、桜台自治会として 25,000 円を募金したいと思いますので審議をお願いしたい。
本件は賛成 2０名、反対０名、欠席４名で決議された。
・特記事項：１）桜台オリジナル盆踊り曲(桜台おっさ節)の今後の対応について
9 月の本部役員会で報告している桜台オリジナル盆踊り曲(桜台おっさ節)について、来年の夏祭り
に間に合わせるため、以下のスケジュールで準備していくよう、年内に回覧でお知らせしたい。
12月

1月

2月

①藤掛先生へ回覧の了解を戴く
最終版録音の要領確認
②内容・時期について回覧で周知
③歌い手の募集(ソロ・コーラス)
歌詞の修正・意見を公募
希望者は仮曲(CD)を試聴可
④歌い手の決定・集合練習
⑤最終版の録音
⑥一秀会の中島先生へ振付依頼
⑦盆踊り練習に追加
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4月

5月
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２）スーパー誘致について(現況の報告)
9 月の本部役員会で報告している桜台へのスーパー誘致について、現況を報告する。
a)9 月に各種イベント、カルチャースクール等を主幹北川修治氏と(鈴木啓司氏、秋元副会長同席
の下)面談した。桜台 1 町会で持ち掛けるより町会長連合として交渉する方がよりアピール力が
あると意見を戴いた。
b)10 月の町会長連合・全体会議で打診した結果、町会長連合名で交渉することについては問題な
いと了解を得た。但し、JA(農協)には一言入れておく必要があるとの見解であった。
c)今回の話は町会長連合全体(28 町会)ではなく、旧 A コープ付近の 6 町会(桜台、椎の木台、山
谷、みどり町、深城、天羽田)に絞って進めてよいので、近々6 町会の会長と会合予定である。
３．来年度定期総会に向けて
１）下期の桜台自治会活動予定
1月
副会長、地区長の立候補者受付
新理事、新班長の決定
各地区役員会
新 副 会 長 、 新 地 区 長 の 決 定
本部役員会
新理事の担当専門部決定・引継
班長会
新班長の専門部配属決定・分担

2月

3月

4月

1/24
2/24
3/2
3/23

(久保)新理事、新班長は丁目・区でまとめればよいのか。
(会長)理事については自治会から連絡を入れるので、現理事は新班長に確認を入れる。
(飯山)まとめは地区長が行うのか。
(会長)新理事への了解確認は現地区長、新班長への了解確認は現理事が行う。
２）各専門部の H25 活動報告、H26 活動計画・活動予算作成のお願い
1/24(月)までに各専門部の H25 活動報告、および H26 活動計画・活動予算作成をそれぞれ
A4 用紙 1 枚にまとめる。
(小柳)提案ですが、新理事さんに 1 月より自治会活動に参加してもらうような仕組みにできないか。私
自身も 5 月から活動始めて最初は慣れなかった。
(稲本)賛成である。
(武藤)来年度の計画や予算の決定に新理事さんは入っていた方がよい。
(佐藤)会則での役員の任期の問題、任期でない間に出席を促しても濃淡の問題が生じる。
(渡辺)防災部とか旧体制と新体制が重なる時期が必要と思う。
(江藤)前防災部長はサポーターに入るので、そこでフォローできる。
(会長)各専門部の前部長がサポーターに入ることになっていたが、この運用を見直せば新体制
でスタートしやすいはずである。
(佐藤)会則は理事の任期が 3 月から翌年の定期総会までの約 1 年となっている。ただし、3 月
は専門部会を開催しないので、引継になっていない。
(秋元)サポーター制度を充実させて現役員をフォローする方がよい。イベント企画でも何度も
前部長に出席いただき説明を受けた。
(冨島)4 月よりいきなり計画や予算が決まっていて、決められたレールを走るようなものである。
(会長)新体制で計画や予算について専門部会で変更が必要となった場合、相談に乗れる場合も多い。
(佐藤)どんな組織でも新旧役員交代にはこの種の問題を生じるが、長く任期を重ねることは難しい。
(会長)3/2 に新理事が決定後引継となるが、その後も引継打合せを持つべきである。
3

Ⓒ2013 桜台自治会

（みんなで創る 安全で安心の美しい町） 桜台ニュース－No9

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

(森田)活動計画および活動予算は 1/24 より遅延させられない。
(荒牧)自治会活動の規模を縮小していった方が良いと思う。各専門部への活動内容が多すぎて、
部長、副部長へのプレッシャーになっている。
３）年末大掃除と納会について
12/21(土)大掃除を 10:30～11:30(集合 10:15、1F ホール)に行い、終了後納会を開催する。
４．副会長・地区長報告は時間の都合で割愛。どうしてもとの事で新田副会長が発言。
・(新田副会長)11 月末で会費は 89%納入された。現在、未納者リストを作成中である。そのリストに基づ
いて、会費納入のお願いを理事を通じて配付する。それでも未納が続く場合は 2 月に地区長、副会長が訪
問する。
５．専門部報告
・防災部：①1/12(日)午前 10 時 30 分より起震車体験を桜台自治会館駐車場で行う。
②消火器 1 本を消防署に持ち込み調べて戴いたところ、使用可能であったことを確認した。
③桜台フェスティバルで振舞ったカレーライスは 220 食で 40,
202 円、お汁粉は約 250 食で 23,127 円使用した(写真上)。
④安否確認シートはお陰様ですべて回収することが出来た。
・防犯部：11/17(日)に防犯講習会を開催して、30 名に参加いた
だいた(写真中)。
・生活環境部：①12/1 に部会を開き、青空市場出店募集は早めに
した方が良いと意見が出た。②泉水さんから提供いただいた大根
50 本は 1 本 100 円で 15 分足らずで完売した(写真下)。③有料
駐車場の回覧を行ったところ問合せがあった。誤記の指摘があり、
再回覧を行った。また桜台マップを作成中である。
・文化・体育部：展示についていろいろやりくりする部分があった。
12/7 にクリスマスイルミネーションを準備した。
・福祉部：控室の使用方法で当日いろいろやりくりする部分があった。
・広報部：桜台だより 12 月号は回覧中。新年号は防犯講習会、会長
挨拶等を中心に準備中である。
・イベント企画部：活動まとめを行っている。
８．その他
●ご転入 なし
●ご転出 大久保篤志さん(4 丁目)、野澤マサさん(2 丁目)、真保よし子さん(2 丁目)
●12 月の主な行事
12/6(金) 有秋地区町会長連合忘年会

*於三井化学社員クラブ

12/8(日) 常務役員会および本部役員会

○次回本部役員会
1/13(月・祝)9：30 自治会館 2F ホール
※傍聴参加できます

12/8(日) 平成 26 年度成人式打合せ
*於有秋公民館

12/14(土) 有秋地区町会長連合防犯パトロール
*各町会区域
12/21(土) 年末大掃除～納会
12/27(金)～1/5(日)

年末年始の自治会館休館日
以
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