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センター事務所が完成後一か月経ちましたが、
古寺センター長に、どのような相談・問い合わせ
があったのか伺ってみました。
面談の他、メールや電話での相談・問い合わせ
が９件あったようです。うち介護に関するものが
３件あり、訪問介護の相談、障害のある方向け
のグループホームの紹介、要介護段階による介
護保険の支給限度額に対する自己負担割合な
どの説明が行われています。
残りの６件については空家・空地に関するもの
ですが、土地を探している方、他町会にある空家
をAOBADAI  SCHOOLの教室用に提供を申し出
た方、所有者不明の空家の屋根の老朽化や庭の
雑草の対処に関する要望のあった方などへの対
応です。
相談を受けて、事前の登録を初めて知ったとい
う方やセンターを業者と間違う方もいて古寺さ
んは、２０２２年度も自治会館やセンター事務所
でミニ説明会を行い、もっとアピールしたいと話
されていました。（藪木）

３９PJは、まちづくり委員会の下部組織ではあり
ましたが、委員長も協議会会長が兼任し管理は
３９PJに委託した手詰まりの状態で進められて
きました。これをまちづくり委員会に各活動チー
ムが直結し、主体性を明確にして、委員長も新し
く古寺さんが就任しリーダーシップを取っていく
体制に替わりました。取り組む課題については、
分野１の高齢者支援に、市と協働のフレイル検
知実証実験と交通空白地対策を新たに加え、小
域福祉ネットワーク及び青葉台さわやかネット
ワークが中心となって取り組みます。

一方、３９PJ事務局も環境変化に対応し残され
た課題に柔軟に対応できるよう女性メンバーに
も参加を呼びかけ一新しました。
先達の地域活動団体の調査を行い、３９PJの認
知度アップ（PJへの参画率アップ）を目指しつつ、
時期を見据えた次期課題の準備、活動できる人
材の確保などのチーム支援を行っていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（藪木）

ohanaいっぱい活動報告
中央公園の花壇が、恋人の聖地に?
”ohanaいっぱい活動”の一環で青葉台中央公園
の南西端にいくつかの花壇がつくられています。
その中にハート型をした花壇があり話題になっ
ています。冬こそあまり目立たなかったのですが
春を迎えて花が咲き、その美しさが恋人の聖地
のようで、ここで愛を誓うカップルが続々と生ま
れるのではないかと噂されています。（石原）

空家・空地管理センター事務所
完成後の業務状況のお知らせ

３９PJ（サンキュー・プロジェクト）
新年度に向けて、新体制で始動！

お詫びと訂正
広報あおば３月号のトッピックス「葎堰に７年ぶりに３羽の白鳥飛来」でご紹介した団体名「葎堰を
愛する会」が誤っていました。正しくは「葎堰の環境を守る会」でした。お詫びして訂正いたします。

新年度を迎えて
昨年度の協議会における大きな出来事と
いえば、３９PJ活動のあしたのまちづくり
内閣総理大臣賞受賞です。報道を通じて
各方面から青葉台に注目が集まりまし
た。今年度、高齢者支援として期待され

るフレイル検知の実証実験のモデル地区として指定され、
市と協働で取り組みます。もう一つは、姉崎高校生の企画
したカフェ青葉ノアールの誕生です。DIYチームの皆さんの
おかげで店舗完成、盛大なオープンフェスティバルは地域に
大きな活力を与えてくれました。夏祭り、盆踊り、市民体育
祭をはじめ地域の活性化に関する諸行事がコロナ禍で２年
連続中止となっています。今年度は感染防止の制約も考慮
して、可能な限り開催の方向で準備を進めてまいりますの
で地域の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

まちづくり委員会委員長に就任しました
３丁目町会会長古寺純爾です。
青葉台は教育水準、文化の度合いも高
く、自然災害も少なく、住民は、普段何の
心配なく生活をし、将来の危機を実感す

る方が少ない。青葉台全体の高齢化が急速に進み10年後
には空家空地が700戸になる予測もあり、10年20年後の青
葉台のまちづくりを専門に考える39PJ（サンキュー・プロ
ジェクト）が発足し、本年度で４年目になります。本年度か
らは、一人でも多く住民の方が39PJに参画して頂けるよ
う、町会役員や既に39PJチームに参画をしている方が伝道師
役になって、口コミで伝えて行く事が必要不可欠です。10
年後のビジョンの「新しい価値を創造し続ける街」を目指し
て、自ら先頭に立ち「伝道師」になっていきます。

青葉台町会協議会 会長  吉成 正司
新任のご挨拶
まちづくり委員会 委員長・3丁目町会長  古寺純爾

新任町会長より一言

　　　　　　　　１丁目町会長
　　　　　　　　田中達郎
この度、皆様のご推挙で町会長の任を
仰せつかりました田中でございます。
市原市は埋蔵文化財の宝庫です。全国
でも有数の出土品があり市歴史博物
館（愛称マイミュージアムセンター）が
永年の取り組みで今年秋に実現しま
す。（市中央武道館の隣）青葉台町会
協議会のohanaいっぱい活動、地区防
災計画など皆様の参加を得て共に楽し
く活動の輪を広げてまいりましょう。

　　　　　　　　4丁目町会長
　　　　　　　　荒井
こんにちは！山形市出身、２２年生まれ
で今年後期高齢者の仲間入り。青葉
台在住歴３４年で妻と二人暮らし。日
頃は好きな山登りや卓球等を楽しみ
ながら体力維持とボケ防止に努めては
いるものの隠しようのない衰えを実感

する日々です。町会活動の経験はほぼ
皆無ですが、皆さんに教わりながらこ
れからも安心して住み続けられるよう
に、できることを地道にやって行きま
す。よろしくお願いします。　
　

　　　　　　　　5丁目町会長
　　　　　　　　齋藤隆瑛
この度、５丁目町会長に就任しました、
齋藤隆瑛と申します。２０１９年から青
葉台に住んで３年近く経ちました。依然
として新型コロナウィルスの影響があり
ますが、その中で５丁目の役に立つこと
と、今後の継続性を考慮した町内会と
していきたいと思っております。まだわ
からない所も多いですが、皆様からの
お力添えを頂きながら務めていきます
のでどうかよろしくお願い致します。

　　　　　　　　7丁目町会長
　　　　　　　　大久保
独身寮時代の５年間も含めて、青葉台

歴としては、２９年しか経っていません
が、この度、町会長を務めさせていただ
くことになりました。若輩者ですが、子
供たちの笑い声が絶えない町、高齢者
の方が安心・安全に住みやすい町、そ
して若い人達が青葉台に住んでみたい
と思える様な町づくりを目指していま
す。個人プレーでは無く、チーム７丁目
として活動して行きたいと思いますの
で、ご理解とご協力のほど宜しくお願
いします。

　　　　　　　　8丁目町会長
　　　　　　　　遠藤公真子
この度は8丁目会長を務めさせていた
だくことになりました遠藤です。わから
ないことばかりで、ご迷惑をおかけす
るかと思いますが、皆様に教えていた
だきながら務めて参りたいと思ってお
ります。一年間どうぞよろしくお願いい
たします。

１丁目町会長
田中  達郎

７丁目町会長
大久保  隆夫

８丁目町会長
遠藤  公真子

5丁目町会長
齋藤  隆瑛

４丁目町会長
荒井  克益▲写真の左上に見えるのが、噂のハート型花壇

　です。ぜひ一度、足を運んでみてください。

小域福祉ネットワークとは？
地域住民が主体となって、住民同士の顔の見える範囲で
ある小学校区（小域福祉圏）における様々な地
域課題やニーズを把握するとともに、これらの
課題等を解決するための話し合いや活動を行
うことを目的とした団体のことです。

◆新39PJ事務局メンバー

◀8丁目：川合さん7丁目：森垣さん▶

◀5丁目：石井さん

◀4丁目：藪木さん

6丁目：早崎さん▶

▲ ▲4丁目：佐藤さん 事務局長：田中 功夫さん

◀3丁目：妻川さん3丁目：前田さん▶

3丁目：井前さん▶
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2022年3月12日

2022年3月2021年度  防犯パトロール各町会実績

2021年度  青葉台町会協議会決算報告（一般会計）

＊参加人数は延べ人数

安全パトロールに参加してみませんか！！

（自 2021年3月1日～至 2022年2月28日）

青葉台町会では防犯、防災を目的として各町会単位で安全パト
ロールが実施されています。その実施方法は各町会によってそれ
ぞれ独自の形態で行われています。近年青葉台地区の防犯実績が
警察署の統計からも、市原市他地区と比較してとても良い成績で
あることが証明されています。これがすべて安全パトロールによる
ものとは思いませんが、一助となっているのではと自負していま
す。安全パトロールは防犯、防災だけではなく、町民の連帯、友達
づくり（コミュニケーション）の場としてまた、参加者の健康増進の
ために、大いに役に立っているものと確信しています。３丁目の例
では、４月からは中央公園にＰＭ16:50集合、ラジオ体操の後町内
を約25～30分パトロールして中央公園で解散です。パトロール前
後のおしゃべり、情報交換等はとても楽しいものです。毎日15～20
名程度の参加者がいます、女性も数名参加しています。各町会関
係者にお問い合わせください、ぜひ参加をお待ちしています。
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齋藤隆瑛と申します。２０１９年から青
葉台に住んで３年近く経ちました。依然
として新型コロナウィルスの影響があり
ますが、その中で５丁目の役に立つこと
と、今後の継続性を考慮した町内会と
していきたいと思っております。まだわ
からない所も多いですが、皆様からの
お力添えを頂きながら務めていきます
のでどうかよろしくお願い致します。

　　　　　　　　7丁目町会長
　　　　　　　　大久保
独身寮時代の５年間も含めて、青葉台

歴としては、２９年しか経っていません
が、この度、町会長を務めさせていただ
くことになりました。若輩者ですが、子
供たちの笑い声が絶えない町、高齢者
の方が安心・安全に住みやすい町、そ
して若い人達が青葉台に住んでみたい
と思える様な町づくりを目指していま
す。個人プレーでは無く、チーム７丁目
として活動して行きたいと思いますの
で、ご理解とご協力のほど宜しくお願
いします。

　　　　　　　　8丁目町会長
　　　　　　　　遠藤公真子
この度は8丁目会長を務めさせていた
だくことになりました遠藤です。わから
ないことばかりで、ご迷惑をおかけす
るかと思いますが、皆様に教えていた
だきながら務めて参りたいと思ってお
ります。一年間どうぞよろしくお願いい
たします。

１丁目町会長
田中  達郎

７丁目町会長
大久保  隆夫

８丁目町会長
遠藤  公真子

5丁目町会長
齋藤  隆瑛

４丁目町会長
荒井  克益▲写真の左上に見えるのが、噂のハート型花壇

　です。ぜひ一度、足を運んでみてください。

小域福祉ネットワークとは？
地域住民が主体となって、住民同士の顔の見える範囲で
ある小学校区（小域福祉圏）における様々な地
域課題やニーズを把握するとともに、これらの
課題等を解決するための話し合いや活動を行
うことを目的とした団体のことです。

◆新39PJ事務局メンバー

◀8丁目：川合さん7丁目：森垣さん▶

◀5丁目：石井さん

◀4丁目：藪木さん

6丁目：早崎さん▶

▲ ▲4丁目：佐藤さん 事務局長：田中 功夫さん

◀3丁目：妻川さん3丁目：前田さん▶

3丁目：井前さん▶


