
作成日： 2012 年 ９月 30 日  議 事 録 

乙月自治会 平成 24 年度 第７回理事会 作成者： 饗庭 

開催日時 2012 年 ９ 月 30 日（日） ９:00 ～ 12:00 

開催場所 ちはら台桜小学校 会議室  

出欠確認 鈴木副会長 刈屋監査 三宅理事 野本理事 小沼理事 平野理事 

 
１． 会長報告・・・吉澤 
9 月 23 日（日）9:30～12:00「ちはら台地区自治会連合会 9 月度定例会長会」 

 

【報告事項】 

 ・鶴見虹子選手市役所訪問について（8/29） 

訪問時の様子は読売新聞に掲載 

改めて本人に市民栄誉賞授与（夏祭り時、本人欠席だったため） 

 ・夏祭り実施結果について 

   現在感想・要望・意見を集約中。来年までにはまとめておく…との事 

 ・防災訓練実施結果について（9/2） 

   当日は雨の中決行 

   雨の影響で開会式等をはぶき、来場順に順繰り訓練を行った。 

・ちはら台南中学校表彰状・感謝状授与について 

   陸上部女子（100ｍ×4）の全国中学校体育大会優勝に対して連合会より

表彰状とスパイク（６人分）を授与。  

   夏祭り時、山車・神輿に協力してくれたサッカー部へボール２個を授与 

 ・市議会議員との地域懇談会について(9/16)  

市議と連合会役員とで懇談 

「駅前再開発」に関して意見 

     京成ちはら線･･･学生定期等の運賃形態の見直しの要求、ほか 

 ・敬老会について 

   10 月 7 日（日）実施 

会場設営協力員（野本さん）：10 月 6 日(土)15：00～16：30  

コミセン体育室集合 

後片付け協力員（津田さん）：10 月 7 日(日)14：00～15：30  

コミセンロビー集合 

会長：スーツ着用し来客者接待 



 ・防犯部会からの報告について 

   不法駐車のフロントガラスに警告用の紙を置く 

    たまたま泊まりに着ていた身内の車両にその紙を置かれた事がある。

苦情は全て自治会長・役員に来るので慎重にやっていただきたい。 

   各自治会から１名防犯協会指導員を選出（任期は２年） 

 ・成人式実行委員、協力員について 

   1/13(日)実施 

   ちはら台内該当者は２７８名 

 ・トントンエコマラソンについて 

   1/20(日)実施予定 小雨決行 予備日無し 8：30～13：00 

 ・災害時要支援者支援制度への対応について 

   連合会としては引き続き市と連携し協力していく 

 ・その他 

   消防団について 

    ちはら台から 7 名が入団希望。 

    条例変更を市へ求め来年度からちはら台内へ独立した消防団を設立し

たい。 

 

【議題】 

 

 ・市長と町会長の街づくり懇談会について 

   10/20(日)午前中、会長原則出席 

  【以下テーマ】 

   学童通学路の安全対策と横断歩道及び信号機設置 

   防犯カメラの維持管理について 

   ちはら台駅前の再開発について 

   押沼安須線及び八幡草刈線の早期開通について 

 ・防犯カメラ譲渡について 

   今後の維持管理費を市から補助してもらいたい 

   今年度中に首都圏ケーブルメディアより譲渡予定 

   連合会としては今後もカメラは存続させていきたいが、 

    連合会がカメラの財産を所有・管理することが妥当なのか？  

・会長会（研修旅行）実施について 

10 名参加、13 名欠席、２名保留（24 自治会＋幹事） 

・上総いちはら国府祭りについて 

説明会 9/20(木) 13：30～ 市民会館会議室 3Ｆ  



踊り練習日 10/21(日) 10：00～12：00 コミセン 2Ｆ会議室 

   乙月からは６名動員。 

   バスで行く場合、12：25 セブン駐車場集合～13：20 現地到着～準備～14：

00 踊り～16：00 終了～16：30 現地出発～17：25 セブン駐車場到着 （現

地で遊ぶ時間は無し） 

   各人で行く場合 13：30 過ぎに現地集合～14：00 踊り～16：00 終了～現

地解散 

 ・福祉バザーについて 

   11 月 4 日（日）9：30～14：00 コミセン駐車場 

   物品寄付をお願いしたい（10/20～30 10 時～16 時 自治会館にて） 

・秋のあいさつ運動  11/12(月)～11/16(金) 

   乙月は桜小前にて実施（責任者：かずさの杜自治会 井上会長） 

   乙月シニアクラブはセブン交差点にて実施（責任者：吉澤） 

   11/11(日)予定だったせんどうでのあいさつ運動は今年度は中止。来年度

必要性を検討 

・その他 

   南中生徒のかずさの道での自転車マナーが悪い。 

         

会長会以外その他 

 ・乙月管内にて忍び込み事件発生 

 ・30 日夜から 10/1 にかけて台風の接近が予想される。 

街中に飛ばされそうな物が無いか注意して見て欲しい。また、台風通過

後にブロック内巡回（かずさの道服務）をお願いしたい。破損等してる

ものあれば連絡ください。 

 
2.   市民体育祭（10/14）について・・・大野・太田 
 
  ・黄色ブロック運営について(9/21) 
   ①当日のスケジュール 
     競技開始までの各役員の集合・準備等、昼食(お弁当の配付)、閉会式

後の片付け等、タイムテーブルと仕事内容の確認。 
   ②役割分担 
     ブロック長･･･吉澤会長の他 
     運営委員   大野(乙月) 天神(かずさの杜) 山崎(霜月) 
     競技委員   太田(乙月) 吉田(かずさの杜) 井上(霜月) 
     救護責任者  高木(乙月) 井上(かずさの杜) 諏訪(霜月) 



      各係     責任者     乙月自治会担当者 
     応援席準備  山崎(霜月)    吉澤 彦坂 松本 野本 三宅 
     応  援   天神(かずさの杜) 吉澤 彦坂 松本 野本 
     召集・誘導  大野(乙月)    三宅 小沼 平野 清川 饗庭 
     昼  食    〃           〃 
     受  付   各自治会     西風 刈屋 高木 
   ③運営 
    ・出場者の召集・誘導について 
      出場者は各ブロックで召集し、誘導する。 
      （ブロック代表選手は受付にてハチマキまたはゼッケンをつける 
       オープン参加者は早めに召集して入場門へ） 
      ブロック代表選手が欠席の場合はオープン選手を代表に繰上げる 
   ④その他 
    ・プログラム変更  綱引 予選 2 回→1 回に 
              玉入れ 予選なし 
    ・昼食(お弁当)受取･保管用テントを別途たてる 
    ・昼食(お弁当)引換･･･受付でチェック 
              参加申込書をお弁当引換券代わりとして渡す 
    ・集合・・・男性役員 6:45 4 丁目倉庫 
          女性役員 8 時頃 桜小学校 
    ・備品・・・プラカード（競技種目毎 選手参集用） 
          ブルーシート・テント・救急箱・ゴミ袋 
          応援グッズ（法被 小旗 幟 ポンポン etc.） 
    ・飲物（役員用）･･･ジャグジー（氷 お茶）コップ  
    ・ゴミ処理････昼食用テントでまとめる 
    ・トイレ・・・校舎内使用不可 
    ・喫煙・・・・学校敷地内は禁煙 
    ・飲酒・・・・特に禁止はしないが、飲酒運転は厳禁！！ 
    ・自治会役員は、法被を着てネームプレートをかける 
   ⑤今後の予定 
    ・選手未定分については、心当たりを探し、確保できたら大野さんに

報告 
    ・各参加者に「競技参加依頼」を配付 
      大野副会長 ⇒ 事業担当理事 ⇒ 運営委員 ⇒ 参加者 
 
 



３． 上総いちはら国府祭り（10/27･28）について・・・鈴木 
  27 日の練踊りへの参加者(乙月自治会からは 6 名)･･･シルバークラブに依頼 
  

 
４．乙月まつり（12/2）について・・・彦坂 
 （１）日時  平成 24 年 12 月 2 日（日）11:00~14:00 

（２）場所 ちはら台桜小学校 （雨天時も同じ） 
（３）内容（案） 

①お餅つきとお餅の配布、豚汁・蒸かし芋の配布 
②小学生以下の子供向けゲーム・イベント 

（昨年は、じゃんけん、輪投げ、つり、福引） 
③参加世帯単位抽選会 

ゲーム・イベント等、案があれば、次回理事会までに会長に連絡する。 
（４）準備 

当日の事前準備は６:30 頃～？（着火できるかがカギ！） 
 

５．下期会費の集金について・・・西風 
  平成 24 年度上期会計報告(一覧表)を作成 
  下期会費徴収一式を用意 ⇒ 総務担当理事 ⇒ 班長（10/30 締切） 

 
６．下期一斉(ブロック別)清掃について・・・大野・三宅 
  （１）清掃日時  平成 24 年 11 月 17 日（土）8:30～9:30 
          雨天時は 11 月 18 日（日）に順延 
          ※雨天中止の決定は当日朝 7:30 の天候で判断 
          8:30 に各班長宅前に集合 

（２）清掃場所  各ブロック内 
（３）清掃内容  道路(壁面含む)や歩道の雑草とり、落葉拾い、 

堆積した土の除去を中心に実施 
（４）持参する物 ごみ袋･･･分別用にレジ袋など数枚 

         草取･草刈用のカマなど 
         ほうき、ちり取りなどの掃除用具 
         土をすくうスコップ･･･園芸用でも良い 

 ※この後、回覧文書作成 ⇒ 回覧（出欠表･･･下旬締切） 
         

 
 



７．防犯活動について・・・彦坂・松本 
  
 ・夜間パト ･･･ 9 月の参加率 下がっている。 
           ⇒参加呼びかけのチラシを作り直し、次回から配布 
 ・車パト ･････ Ｃ，Ｄブロック ローテ見直しをした。 
 ・青パト ･････ ６台体制に（吉澤車復活） 
 
８．その他 
 
 
次回理事会 11/４（日）９:00～12:00 ちはら台桜小にて       以上 


