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1. 盆踊り大会について 

（C） 「参加したことはない」の理由 

あることを忘れた 3.0% 

日時があわない 10.0% 

知らなかった 4.0% 

関心がない 37.0% 

2019年以前は居住していなかった 35.0% 

その他 11.0% 

＜その他＞ 

その時期は毎年仕事が大変忙しい 

なんとなく 

見るだけ、孫と一緒に子供プレゼントを目的に 

参加するような子供もいない 

子供のいる世帯の行事のイメージがあるため 

生まれ育った地域では盆踊りの行事はなく、経験がなく郷愁もないので 

赤ちゃんがいて参加する余裕がなかった。 

妊婦だったため 

踊るのが苦手 

旅行と重なる 

 

（E） 盆踊り大会をよりよくするためのアイディア 

（役員の人）が節度ありそうだから着ぐるみで参加はいかが？ 

・第 3週という選択肢はないですか？お盆を過ぎてからでもいいと思います。 

・抽選会に時間を使いすぎるとしらける。踊りや他イベントなどで盛り上げていった方がよい。抽選会は

やぐら上でやらなくてもよいと思う。公園内の別の場所でやって、結果を貼りだせばいいと思う。 

・着ぐるみの人をたのむ（子供が喜ぶ着ぐるみ） 

・千代田（地元、少々有名）歌手さんに 1曲歌っていただく（子供の喜ぶアニメとか） 

・特別ゲストを招く（かしわにやチーバくん、ふなっしーなど） 

・模擬店を増やす（カスミにご協力いただく） 

１日にして花火と別日でやる 

２０２２年．夏に柏市の近所の町会の盆踊り大会へ行く機会がありました。 

屋台や金魚すくいなどあり、子供達が楽しそうに参加していました。 

子供の楽しめる、内容があると、親としても参加しやすいです。（ヨーヨー、スーパーボールすくい、射的

----) 

7月ではダメなのですか？ 

８月の 3週目でもよいのではないか。 

アイディアではないのですが、盆踊り大会についての意見です。 

盆踊りは色々な世代の人が集える機会（子供、その親も同伴すると、親、盆踊りの会の方々-年配の

人、そして一人暮らしであっても何となくふらっと出てくることができる）だと思います。 

この何十年かの間に盆踊りを実施していた町会で止めるところもありますが、千代田町は町会の規模

も大きく、また、それに見合った広さの千代田公園があるという恵まれた環境にあります。続けてほしい
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です。 

千代田町以外の子供達もたくさん来ています。 

お店を増やした方が良です。（盛り上がる為） 

お店を増やしてほしい。広いから人が集まりやすくて、かなり行列が出来てしまうから 

お盆休みと花火の両方に重ならない日程が良い。 

カラオケ大会 

カラオケ大会も一緒に開催 

これまで行ってきた以上の事は思い浮かびません。 

ステージを作りカラオケ大会、ゲーム大会（ビンゴゲーム） 

ビンゴ大会 

プロジェクションマッピングやレーザーショーがあると盛り上がると思う。 

みんなでおどれたらプレゼントがあるよー、など 

もっと流行りの曲を入れる 

縁日 

縁日、出店多めだと嬉しいです 

縁日を増やす。 

音楽などは若い世代も意識すると良い 

夏まつりや秋まつりなどの名称にして、盆に限らずに集まれる形もどうでしょうか？ 

可能であれば公園の西側の道路を通行止めにして縁日・屋台が増えると嬉しいですね（大変そうです

が） 

夏祭り写真コンテスト 開催中に撮影した写真を投稿し、ベストショットを来場した人に選んでもらう。 

外部の人によるイベント開催 

金、土 開催   日、 片付け 昨今の若い方は “する„ かどうか ? お盆は帰省する方が多い。それと

も町会員の方々が親元でしょうか。 

御神輿 

高齢者で生涯現役 90 代以上の元気な方の紹介。むかし遊びで高齢者と子ども達との交流。子ども達

ののど自慢。 

豪華な商品が参加者に配られる事 

参加した事がないのでまだ何とも言えない 

参加した人がみんな楽しめる企画を運営してくださっていて感謝しています。 

子どもが喜ぶ縁日を中心に 

子供、親、祖父母とそれぞれの世代を対象（それぞれの世代に刺さる）にした曲を流してはどうか 

子供が楽しめれば良い 

子供たちの思い出の一つです 

子供のチームの踊りやダンス。演奏が楽しみになる。 

子供プレゼントも引換券制度にすべきだと思う。(町会費を納めていない世帯に配る必要はないと思い

ます) 

子供向けイベントをもっと増やす 

出店、屋台の充実で人のにぎわいを増やす。人が少ないと参加しづらい。 

小学生くらいの子供が知っている曲で踊れる様にする。 

声を控えめに、マスク着用ルールにて、いかがでしょうか 
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抽選番号の発表など時間をかけ過ぎない。現金のやり取りを無くし、身軽で参加したい。 

熱中症などのことを考えると秋開催検討もありかなぁと思います。 

子供にとっては本当に楽しみなイベントだったのでこの三年とても寂しい気持ちでした。 

是非再会してほしいです。準備など大変であるなら外部のイベント会社などに発注することも検討して

も良いのかなぁとも思いますが、予算等もあるので、、、。 

柏レイソルとのコラボ 

盆踊り＝櫓、ゆかた、太鼓が昔からの伝統と思います。しかし千代田町は平台でその廻りの地面でほこ

りにまみれて踊るのはかわいそう。 

又櫓の上を見ながら幼児もお年寄りの人と踊り楽しむ。※平台は伝統を壊す。 

盆踊りだけでなくいろんな出し物があって良い 

盆踊りと雰囲気を楽しみたいのでアルコールの提供などはなくてもいいと思う 

盆踊りに最近行ってないので内容がよく分かりませんが、・・・・・カラオケ大会はやってないのですか？ 

（皆が踊れるように）指導員を配置し踊りを教えてもらえると良いと思う 

☆下にも書きましたが、他の町会を調査し、参考にするのが良いと思います 

盆踊りの練習の敷居を下げる、子供たちがお店をする、など。カスミ裏の道路を通行止めにして、その

道を出店やイベントスペースにするなど。 

盆踊りをわかりやすく教える時間があってもよいのでは （盆踊り大会の中で） 

盆踊りを手本と出来る人を目立つところに立たせる 

盆踊り前にバーベキュー大会、ビアガーデンを開催するのはどうですか？ 

盆踊り前の小学生による楽器演奏会 

盆踊り大会の時間を長くするために早めから始めて、模擬店や露店や抽選会、プレゼントを早めからや

り、夕方に盆踊りをやる 

模擬店、飲食の工夫。ビンゴ大会。どんな企画がいいかアンケートの実施。 

模擬店がもっと充実すると嬉しい 

問題も多いことですが、地元で育った孫たちには千代田の一番の思い出のようです。 

 

2. 町会内交流行事について 

（A）⑤ 「交流行事はあってもいいが、大規模交流事業は不要」の理由 

お金がかかる 

コロナ、お酒 

コロナのため 

運営が大変 

規模が大きくなると役員、当番の負担が大きい。 

興味がない 

近所付き合いがないので 

交流行事が苦手な人もいるため 

子供がいないので、参加はしたくない。 

準備が大変そうだから 

人混みを避けられるような規模を希望。 

人数が多い分感染リスクも高まるから 

大規模交流行事はあった方がいいのですが、お祭りは屋外言えど密になってしまい、コロナが心配で
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す。治療薬が出来て（インフルエンザのレベルになる）後遺症のリスクも低くなった状態であれば賛成で

すが、現状では不安の方が大きいです。 

大規模交流行事は開催回数に限度があると思います。大衆向けのよりは、様々な交流行事を複数回、

回数多く実施する方が町会員にとって良いのかな、と思ったりもします。 

大人数にこだわる必要がない 

大変な準備も、行事も常連者（決まった人達だけ）でやってる感がある 

町会が大きいので、大規模交流行事は開催側も参加する側も大変だと思う 

町内会に参加している人以外も参加可能だから 

特に交流にならない。町会の役をやる人の負担になる。大変なのでやりたくない。 

年々身体の具合も悪くなり必要以外は参加できない 

年齢が高齢な方も増え、設営等負担が大きい。コロナ等感染リスクが高い 

必要が無い。 

盆踊り 

役員が大変 

役員さんの負担が大きいから 

役員の負担が大きい 

様々な考え方の人々がいる 

 

（A）⑥ 「規模に関係なく交流事業は不要」の理由 

お金がかかる 

これからの時代 交流のバス旅など必要ないと思う 

コロナが怖いので 

どちらでもいいが、準備する方に負担がかかるのではないかと思う 

なければないで特に不都合はない。 

ネットで交流し清掃行事のみが理想 

ほとんど旧知のメンバーだから 

わからない人が多い 

わざわざ不特定多数の人と交流する必要はないと思う。近隣の人間関係に配慮すれば充分。 

医療体制不備の中、コロナ禍において入院も治療もできない状況にあるのに非常識。平等に受診でき

る医療体制であれば交流事業はあってもいいが、大規模交流事業は不要 

今後コロナだけでなくいろいろな病気がはやることが考えられる。 

参加する気はない 

参加する時間がない   今のライフスタイル 時代にそぐわない 行事の為の役員がまわってきてもで

きない 

仕事の都合で参加できない可能性が高いため 

時代に合わない。コロナを契機にあり方を検討すべきと思います。 

周りとの関わりを求めていない世代が多いと感じるため。積極的に参加しているのはかなり高齢の

方々中心で、時代は変わっているのだから、町会としてのあり方も今まで通りでなくても良いと感じる

ため。 

多忙で参加は無理。 

町会の行事参加者が限られているので開催すべきでない。バス旅行は、なぜやるのか全く理解出来な
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い。（今、行っているかわかりかねますが）このような行事やることを考えているならば、災害に備えた避

難訓練すべきと考える。無事ですのカードを出しても誰が何をするのか浸透していない。いるので、必

要な行事を行ってください。 

町内会は最低限の機能に絞り、イベント等は不要と考える 

 

（C） 交流事業としてやってみてはという提案 

（他の地区でやっている）年末の餅つき大会、以前千代田公園でやっていた（廃品？を集めた）バザー

（売上は町会費へ）。 

交流行事の内容は柏市内の近隣センターで行われている事を調査して良いものを取り入れるのが良

い。 

以前カスミストアーが出来る前に空地の周辺で花を育てていましたが、同様な事を千代田公園内の一

部で出来ないのでしょうか 

・大規模交流行事について、リサイクルの催しがあったほうがいい（フリマなど） 

・子どもとお年寄りの交流 

・地産物品の即売会 

・サッカー、ラグビー選手との交流会 

・地元産業の紹介 

・キッチンカーによる縁日 

・企業見学 

・スタンプラリー 

・名所巡り 

２．（A）➀➁に記入 年に一度の盆踊り大会は開催されると良いと思う。 

おたのしみ会やクリスマス会は室内でやるので閉鎖的で一般向けではない。 

町会全体を考えるなら公園でやるべき。 

年齢に関係なく誰でも参加しやすい。 

盆踊り、イモ煮会、バーベキュー、フリーマーケット 

クラスターを発生させないで頂きたい。 

こどものど自慢大会，ボーリング大会，年代別のリレー競走大会(陸上競技場を借りて） 

ゴミ焼却施設を見学したいです 

ゴルフ大会、マージャン大会、ボーリング大会 

のみの市や古本市 

ハイキング・散策 

バザー（千代田公園等で、不用品を持ち寄り販売する） 

ハロウィーンを楽しむ 

そうめん流し 

バザーなど 

町会運動会 

ハロウィーン 

フリーマーケット 

フリーマーケット（各自で売り、売れ残った物は持ち帰る） 

フリーマーケット、バザー、子供向けの絵画や工作の教室。 

盆踊りとは別に夏祭り(お神輿的な)。 
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ボッチャ 

やはり、盆踊り大会が一番、年齢に関係なく皆が揃って参加できる事から、家族の思い出になるところ

が良い。 

レイソル観戦ツアー 

   お花販売やバザー。 

   千代田公園を一回り。けんけんぱ、縄回し、縄跳び、腰痛予防体操、ボール投げ、テーブルでお茶し

て雑談など。時間帯を決めて 1班～順番に参加。町会全体が同時にではなく順番制にする。 

   町内会で、フレイル予防の取り組みや、オンライン交流、お楽しみ会、茶話会など、ご近所が知り合え

る機会をふやしてほしいです。 

以前 千代田公園で開かれていた  ＿＿＿ は面白かった。 

移動動物園 

飲み会 

運動会 

感染症の状況等ありますが卓球などスポーツイベント等はいかがでしょうか 

月何回のラジオ体操 

古本市、出張野菜市場、出張園芸店、フリーマーケットなど 

高齢者と子供で昔のあそびを楽しむ会 

子育て世代やお年寄りばかり主ではなく全世代が楽しめたりする事 

子供向け紙芝居、読み聞かせなど 

主に子供向けのものがよい。思い出づくりになるもの 

手賀沼周辺ウオーキング 

秋の落ち葉を集めて焼き芋大会などできたらうれしいです。（消防署に届けを出せば可能だと思う） 

出店は近所のグループで出すとか？中学校の役員としてやったことはありますが、ちょっと？でした。 

千代田公園で防災フェアのようなものをしたら防災意識も高まり、地域の連帯も深まるのではないでし

ょうか。 

内容は防災の話（消防の方：雨天ならセンターで）、消火訓練、防災グッズの紹介（業者に来てもらって

販売があってもいいのでは？）、子供の防災ポスターの掲示など、いろいろ考えられますが、町会の役

員さんの負担が大きすぎないことでないと続かないですね。 

千代田公園で毎朝（晴天時）ラジオ体操+老人体操 

大規模交流事業は子どもにとってはよいと思うので、どちらかというと開催した方がよい。 

同年代のふれあいの場。特に 0歳児や未就学児の交流をしたい。 

特定の人のみが恩恵を受ける行事の開催の是非も問わずに例年行う今年は、理解できない。 

班長会議も同様に不要と思います。会議になっていない。周知事項がほとんどであり無駄な時間であ

る。 

年齢のため今は、どこにも出られません 

番地対抗ソフトボール大会かリレー大会、ドッジボール大会 

不用品のバザー 
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富里近隣センターで月曜日の夕方に「どんぐり」という会の方々が小学生の集まる場をつくって下さっ

ています。 

そこでは宿題をしてもゲームをしても本を読んでも良いそうです。 

そのような場が、千代田ふるさとセンターにもあれば、千代田は子供の多い地域なので、たくさんの子

供たちが集まるのではないでしょうか。 

盆踊り、ゴミ拾い 

盆踊りは、日本古来の文化としては貴重ですが、町内交流行事としては疑問です。 

この地域の人の入れ替わりも激しく、若い世代にはなじみがないのではないか。 

麻雀、将棋などのボードゲーム 

未就学児向けの企画、育児現役世代向けの企画 

密になりすぎないバスツアー 

餅つき、スイカ割り 

餅つき大会 

料理教室やヨガ教室、生花やハーバリウム作りなどの手作業 

 

町会全般についての意見、要望 

「お年寄りが楽しめる」「子供たちが楽しめる」というような年齢ワクがあると一般の人が参加しづらい。 

すべての年齢が楽しめることを考えるべき。 

〇バスツアーは会員外も同料金と聞いた事がありますが、会員外の方は料金設定を上乗せする等す

べきだと思う 

〇図書館が遠いのでふるさとセンターで受け取りや返却だ  けでもできると良い 

〇町会費値下げ 

DXなどにも積極的に取り組み、様々な活動をしてくださりありがとうございます。 

防災訓練等は定期的に行っていただけると次世代にも伝えるきっかけになると思います。 

いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

いつもありがとうございます。できる限り開催してほしいが、運営者の負担が軽くなるような形がよいと

思います。 

このアンケート方式はとても良い取組みとおもいます。 

この町会は、柏市内でも良くやっている方だと思います。引き続きよろしくお願いします。 

ゴミステーションを決まった位置に設立して欲しい 

ごみ出しでカラスの被害に困っている方が多いと思いますので対策事例を役員班長会議などで紹介し

たらよいと思います。 

私の班（ごみ出しグループ）では折りたたみ方のケージを設置して、それ以降 からす 被害にあってい

ません。 

とてもよい方法なので他でも使用出来る所があると思いますので。 

ケージはグループの方がホームセンターで材料買ってきて作ってくれました。 

コロナでいろいろな行事が中止になっていますが、使わなかった予算は今後どうするのか町会だよりで

知らせてほしい。 

もし繰越金になるならば一世帯に品物を配布してもらいたい。 

コロナ後の 2021 年加入のため以前の状況がよく理解できておらず、回答が不十分でお手数おかけし

ます。 
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バスツアーは色々な町内の方々とお話がゆっくりできるのでとても有意義です。再び行事ができる時

がきますように願っております。 

ラジオ体操を全体でやっていただきたい 

   予算上、盆踊りは費用がかさむならば、この分、バス旅行や近隣茶話会などの回数を増やし、向こう

3件両隣的な知り合いになる交流がほしい。 

   以前、歌を歌ったり、手品をみたりなどのお楽しみ会に参加したことがあったが、とても楽しかった。

これを班毎にしてくださったら、近隣が知り合いになれるかと。バスツアーが楽しかった。是非、またお

願いします。 

   無事ですの表示を出しても、知り合いでなければ役立たない。近隣が知り合うことが大切かと。 

   フレイル予防や千代田ふるさとセンターで行われている習い事の自由参加の会を開催してほしいで

す。 

   オレンジベンチを増やして、オレンジベンチウォーキングをしてほしいです。 

安否確認のプレートですが、都合で長期家を空ける方もいるでしょうし、当日朝は出せても夜帰るのが

遅い方、遅くまで出しておくことになります。 

逆に留守を示している様なもので防犯上良くないと思っています。 

検討お願いします。役員の方々にはいつも感謝でいっぱいです。ありがとうございます。 

運営業務たいへんお疲れ様です。ありがとうございます 

会費が高い。高齢者への記念品必要ない。 

回覧板も必要あるでしょうか？高齢の方は見たいと思いますが、スマホや PＣで配信すれば、プリント

代も他の事に使えるのでは？ 

回覧板を必要とする世帯、必要としない世帯に分けて回覧板の受け渡しを減らすことも検討してほし

い。 

近所で、昼でも夏プールでさわいだり、バーベキューの火や煙、匂いでトラブルがありましたので、騒音

や火事の心配、煙や食物の匂いの問題を考えて欲しい。 

お互い気持ち良く生活する為にも近所まわりのマナーの配慮や注意などをして欲しいと思います。 

空き家の草木の伐採。道路側に木の枝がたくさん出ていてこれから落ち葉が増え、落ち葉は濡れると

滑りやすいため。害虫や動物が住みやすくなるため。 

検討し、少しずつ行事や催し物を戻していただけると嬉しいです。参加していきたいです。 

高齢者と若い人の交流がよりよくできると良い。毎日公園でラジオ体操の開催 

今回のアンケート調査がネット経由で提出できるようになったことがありがたい。 

今回のように紙ではなく、オンラインでの回覧、安全確認などに LINE などを活用すべき。紙の回覧は

全員ではなく希望者のみに変える必要あり 

今年度は盆踊りがなくてさびしかったので、来年こそは実施してもらいたい 

三小保護者による旗振りとは別に、町会で通学路の見守り活動ができないでしょうか。 

三小保護者による旗振りは横断歩道でのみ実施のため、その他の場所が手薄になります。 

先日もセブンイレブンのところで子供の接触事故がありましたし、カスミの裏通りも 8時過ぎると人通り

がなくなります。 

裏通りの公園側はよその車が駐停車しにくるので、不審者が来やすい環境かと思います。 

こういった場所に交代で見守りできれば、若干でも子供の安全を確保しやすいのかなと思います。 

参加者が集まるのかどうかわからないような行事なら行わない方が良いと思います。 
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子どもも乳幼児でまだ行事に参加したことがない。 

近所に知り合いもおらずイベントの様子などよく分からないので参加しづらい。 

写真や動画や参加人数など過去の開催実績が見えると身近に感じられる。 

子供向けの行事（小学生や幼児など）を増やしてみてはいかがでしょうか。 

指定日のゴミ出し以外に指定日外のゴミ出しが散見されますので耐久性のある看板を作成し、ゴミ出

しルールの徹底をお願い出来ればと思います。 

なお告知文面は簡単明瞭で解かりやすく。 

私自身あまり協力的でなく、一部の方に役員等の負担が偏ってしまい申し訳なく思っています。 

町会の存在は意義があり、活動はつづけていくべきです。 

治安や防災、子供たちの育成等(子供たちにはいい思い出になります)、コミュニケーションの仕組みは

ゼロから作るのは大変です。 

住みやすい(たい)街に町会は不可欠と考えます。 

若い人が入って どんどんおもしろい事を提案してほしい 

若手が参加しやすくして欲しい、現状は老人会に見える 

住みやすい町会に向けての取り組み、ありがとうございます。 

出来ることがあれば積極的にお手伝い＆参加をしたいが、年令を考えれば皆さまに迷惑をかけないよ

うに静かに生活をしたいと考えます。 

清掃活動などは定期的にあっても良いと思います 

折りたたみ式のゴミステーションの導入を検討してほしいです。 

他町会でコロナ禍で行事ができなかった事で、１世帯 1,000円の負担でゴミステーションを設置した所

があります。カラス対策にもなるのでご検討お願いします。 

千代田公園の全面芝生で身体にも目にもやさしい公園を。 

千代田公園の盆踊り、毎年楽しみにしていました。子どもにとって地元のイベントはかけがえのないも

のだと思います。 

運営はとても大変だろうと思います。ありがとうございます。でも是非再会してほしいです。 

前記した通り、昔ながらの行事は止めてください。町会の役割を見直す必要があるのではないです

か？ 

今回このようなアンケートをしているのですから、全ての内容と回答は最低限示すべきであると考えま

す。 

質問しても回答ないまま時間が過ぎて忘れられてしまってます。 

町会の役員の皆様ご苦労様です。高齢なので・・・ 

町会の役員の方々には多々感謝していますが、顔ぶれに変化がないのが残念です。 

町会員の高齢化の対策として、1 人でも出来る暇ツブシになる事を募って町会だよりで紹介して欲しい

（人付き合いが苦手の人のために） 

町会費が高い。バスツアーで会費を使用しているなら必要ないと思う 

町会費の割に全体的に有益となる活動がみられません。 

町会費は毎年￥3000 払っていますが行事も中止になったりした事で他の町会は半額になったりした

ときいています。千代田町会はないのでしょうか？ 

町会役員の方々、ご苦労様です。 

町内の交流ができる行事などいつも尽力いただきありがとうございます。いろんな世代が交流できる

行事があるといいですね 
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町内会費が半強制的に取られているが、子無し世帯としては全く必要性を感じていない。物価高騰も

あるのだし、会費だけ取られてメリットが全く無いため任意で加入する方式に見直して欲しい。 

町内会費を減額してほしい 

長寿を祝うより、次世代や出産、誕生などの方を祝うような制度があったらよいと思います。 

必要最小限のつながり、必要な時助け合い 

防災訓練（防災用品、食料、水等の整備、何日分）町会だよりで周知 

防災対策について具体的に知りたい。（町会人数に対しての備蓄数 etc） 

盆踊りの抽選会：抽選券を出して当たりくじの商品受け取るのは後日でお願いしたい。 

行事中止になっているので、品物か商品券配ってほしい（クリスマス、年始）。町会費払っているのでお

願いしたい。 

無関心になってしまいがちな町会のことに尽力下さりありがとうございます。 

夜、人通りが少なく物騒なので夜回りしてもらえるとありがたいです 

 


