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令和 3年度の活動が本格化します 

定期総会や新班長の顔合わせも済み、新年度が本格的に動き出しました。コロナ対策を

とりつつ、盆踊り大会の代替イベントや自主防災会の強化など、一歩進んだ町会活動を展

開していければと思います。皆様からのご提案やご支援、ご協力をお願い致します。 

 

第 66回定期総会報告 

第 66回千代田町会定期総会が、4月 11

日（日）、千代田ふるさとセンターで開催さ

れました。コロナ禍での感染症予防対策で、

昨年同様出席者限定の開催となりました。 

総会員数（世帯数）1,015名に対し、出席

者 787名（会場出席 29名、委任状 758）で

総会は成立。司会：鹿志村副会長（11班）、

議長：矢島（2 班）、書記：松矢（5 班）・宮内

（6班）各氏により議事が進行しました。 

町会細則改正や令和 3 年度予算、役員

選任など 5 つの議案を審議、どれも賛成多

数で議決され、新役員として猪狩不二夫氏

（3班）が加わることになりました。 

新任役員からのご挨拶： 柏に住みだして

から約 30 年、千代田に引っ越してきて約 5

年になります。それまでは同じ柏市内の篠

籠田に住んでいました。 

町会の活動は初めてであり、どの程度お

役にたてるかわかりませんが、歴史のある

千代田町会のために多少なりとも貢献でき

ればと考えております。皆様には色々教え

ていただくことが多いと思いますが、よろしく

お願い致します。 （猪狩不二夫） 

＜お詫び＞ 当日定期総会の模様をオンライン配

信しましたが、不手際により開始からしばらくの間、

音声が流れずご迷惑をおかけしました。お詫び申

し上げます。 

令和 3年度役員 
役職 担当 氏名 班 

会長 統括 田崎 堅志 8 
副会長 総務・厚生・環境 鹿志村 達子 11 
副会長 防火防犯・防災 浅井 順一郎 3 
理事 防火防犯・防災 猪狩 不二夫 3 
理事 環境・厚生 鈴木 惠美子 14 
理事 会計長 田口 雅夫 5 
監事 監査 鶴山 昌子 1 
監事 監査 小渋 聡子 7 

令和 3年度班長 
班 氏名 班 氏名 
1 澤畑 勝彰 10 梶山 真也 
2 大澤 保江 11 鈴木 大亮 
3 山賀 祐 12 武田 玲子 
4 関口 明宏 13 利部 正人 
5 久米 勝 14 鈴木 美佐子 
6 大下 豪 15 篠原 朋子 
7 猪瀬 知樹 16 岡島 常夫 
8 星 賢 レ陽 松村 尚毅 
9 神保 昌弘 レ宙 山影 英幸 

レ：レーベン（6月に交代） 
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大喜びの大谷正夫さん 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

1. 町会費集金 

例年通り、5 月下旬に組長または集金当

番が町会費集金のため会員宅を訪問しま

す。ご協力のほどお願い致します。 （会計） 

2. 「ゴミゼロ運動」中止 

毎年全市で実施されるゴミゼロ運動は、

新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し

中止となりました。 

訂正：4 月号でご紹介した健康づくり推進員、
清水弘子氏の班名は正しくは 11班です。 
 

千代田ふるさとセンター 
からのお知らせ 

◼ 10万人目の利用者 

- 開館から 9年１か月で達成 - 

平成 24 年 4 月新設の「千

代田ふるさとセンター」。4 月

22 日に利用者が 10 万人に

達し、センターから記念品を

贈呈しました。大谷（おお

や）さんは、毎週木曜日に早

瀬書道教室分室の稽古事で

センターを利用しています。 

◼ センター利用サークル紹介 

＜カラオケ愛好会＞ 

会員募集中。楽しく歌いましょう！ご連絡

をお待ちしております。 

開催：毎月第 1・3火曜日 午後 1時から 

会費：月 3,000円 

問い合わせ先：新津（講師・指導） 

住所 柏市大津ヶ丘 3-17-15-101 

電話 04-7192-1624 
 

（千代田ふるさとセンター） 

小林 勉   080-5190-2721 

5月行事予定 
項 目 日 時 備 考 

千代田町公園 
清掃 

3日（月） 
9:30～ 

むつみ会 

ご近所体操 
3日（月） 
10:00～ 

千代田町 
公園 

区分作業 
7日（金） 
15:00～ 

ふるさと 
センター 

班長会議 
8日（土） 
9:30～ 

ふるさと 
センター 

役員会 
11日（火） 
15:00～ 

ふるさと 
センター 

三小パトロール 
13日（木） 
14:20～ 

三小 
校区 

組長会議 
15日（土） 
16日（日） 

ふるさと 
センター 

防犯・防災調査 
18日（火） 

14:00～ 
町会内 

ゴミゼロ運動（中止） 
30日（日） 
午前 

千代田町 
公園 

6月行事予定（上旬） 

区分作業 
4日（金） 
15:00～ 

ふるさと 
センター 

班長会議 
5日（土） 
9:30～ 

ふるさと 
センター 

千代田町公園 
清掃 

7日（月） 
9:30～ 

むつみ会 

ご近所体操 
7日（月） 
10:00～ 

千代田町 
公園 

 

 

最近大きな地震が相次いでいます。地

震の発生は予測できないため、日頃の備

えが大切になります。自助の観点から最低

限 3日分の食料、水を備蓄しましょう。 

食料の備蓄は災害用の保存食を大量に

保存するのではなく「ローリングストック法」

で備蓄します。ローリングストック法とは、缶

詰やレトルト食品など普段利用している食

品を多めに購入しておき、消費したらその

分補充し常に一定量の食品を備蓄する方

法です。 

①最初多めに購入→②消費期限が迫った

ものから順番に使う→③消費した分を補充

し、常に一定量を保つ。 

そして②、③を繰り返す。 

 （千代田町会自主防災会） 

防災メモ 


