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平平平成成成 222888 年年年度度度認認認定定定 NNNPPPOOO 法法法人人人ごごご寄寄寄附附附へへへののの御御御礼礼礼 

理理理事事事長長長   ５５５丁丁丁目目目      西西西原原原   清清清隆隆隆 

  

桜花も見ごろの時節、人々の出会いや別れ、人生の節目を迎えて元旦と

は少し違った志に馳せる方も多いと思います。会員の皆様は如何でしょうか。 

小生は、青葉台さわやかネットワークで、多くのスタッフと共に業務に努め

させていただき、気ぜわしい毎日を過ごす中、世の流れも少しは感じることが

できて幸せです。 

さて、今年度の寄附金募集は平成２８

年１０月に開始しましたところ、およそ１ヶ

月間で認定基準である寄附者数（役員等

を除く３千円以上の寄附者 100名）をクリ

ヤーして、現在２４０名となりました。誠に

有り難いことです。皆様のご協力に感謝

申し上げます。 

頂きました寄付金は、検討の結果次の

方針により有効活用させていただくこととなりました。 

寄附金の使途方針 

（１） 市原市新地域支援事業に運用する。 

（２） 現在支援している行事・活動団体への支援に運用する。 

（３） 前各項に相当する行事・活動団体への支援拡大を図る。 

 早速、本誌で一つの活用紹介（軽トラックの購入・活用）があります。 

引き続き、皆様のご支援ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

～～～ごごご寄寄寄附附附ののの皆皆皆様様様ににに感感感謝謝謝いいいたたたしししままますすす～～～ 

（敬称略、寄付受付順）  

寺嵜里子、篠塚フミ、森井貴史、桐山邦男、樋口絹枝、前澤富子、佃 一郎、

久保田忠義、富樫清秀、池永修一、真山宏之、星野 完、貝嶋文彦、高山ふ

じ、竜野 潔、朱家ミサヲ、朱家清之、和田トシ子、中川清子、小林信男、岩

﨑順子、一村アサ子、山中れい子、宮田卓治、富田千佐代、斉藤 里、山口

良子、山口善之、鈴木 満、大石直代、林 和喜男、矢澤通生、杉澤幸男、山

田治男、和泉美智子、山田真治、小賀野晴一、小賀野寿々子、倉持欽也、光

島保子、山村三喜男、舘川良雄、門下啓子、川久保菊雄、金山早希子、高田

順甫、岡原実敏、蛯沢友里、竹澤 寛、江口博尚、楳沢ミツ、眞﨑妙子、西川

俊道、甲斐博隆、稲毛とよみ、堺 孝興、山田 稔、岸 孝子、大和満寿美、

吉田のり子、岡本安夫、工藤美鈴、菅原 美、関山満夫、照井嘉宏、須田勝

治、坂井富美、森 眞一、藤田三男、山口百合子、小榑京子、栗田智夫子、

坂下美耶子、中尾髙昭、濵 俊江、秋月チサ子、藤田貴子、須田ミイ子、西岡

千尋、伊坂寿子、小林明子、肥後征勝、飛沢信子、石田 隆、木下多美子、

中村純市、長谷川公蔵、髙柴正義、髙柴安子、西原清隆、本多定次、木村敦

子、松島たえ、浜口かなめ、藤田貞夫、松本喜美子、髙宮美佐子、橋爪豊子、

駒村光代、梅崎久司、真鍋俊彦、今井保近、福田スミエ、飯沼明法、黒川 

充、黒川富子、吉野トエ、代田 歌、中西規矩夫、野口守啓、真野 荏、佐藤

喜代三、末 治房、小早川 忠、松尾虎夫、平山信子、国分照美、関 哲夫、

幾代知子、細貝 筆、荒井由紀子、加藤幸夫、森岡 隆、荒井幸子、津留起

夫、伊藤 護、逸見せつ、金子 清、大山 朝、平山日出男、青柳 渚、藤田

清子、近藤郁子、白髪 栄、山本圭子、田上栄子、辻川和人、稲吉陽子、藤

井八重子、本名征子、佐々木千代野、日向野美代子、竹本幸恵、中島満里、

三好忠晃、寺腰俊治、立野多佳子、立野博史、伊東眞作、村木哲夫、菅原美

津子、大西徹典、吉成美智子、杉元クニ子、小西正雄、日向野カヨ子、三村 

隆、西山武夫、髙橋範子、伊藤和雄、嶋崎朋子、高田千鶴子、今岡 勉、井

沢 章、田谷恒夫、喜多晋一朗、臼井和子、小川欽章、渡辺幸夫、時田聲子、

横田 弘、萬年美栄子、田丸きよ子、矢口節子、古内紀代子、関根俊雄、有

座雄典、太田俊子、植田紳治、佐藤章子、中島もと子、加瀬さだ、秋元

良子、暁元作二、武田 毅、寺田栄一、山田純一、小林美雪、山浦 隆、

やまだ整骨院、三輪恵子、久井義宣、城臺田鶴子、茂久田ボー、医療

法人社団弘愈会ひまわりｸﾘﾆｯｸ、始関信夫、始関律子、赤江ふみ子、

伊藤友一、姫松イツ子、山川敏彦、朝倉静江、田中喜一郎、株式会社 

ひらい、小沼 明、高橋キミ子、白山菊枝、川副栄子、川副優子、手

芸・毛糸の店 たかはし、斉藤まさ、鴇矢元彰、菊地政廣、左京孝夫、

矢上禮子、清慶あや子、桑原秀明、時谷暢明、長野ミサ子、暁元作二、

福田進一、木内勝己、田中美恵子、今井保近、中戸幹郎、桑田 滋、

久保幸悦、濱島洋子、年代義孝、安澤善三郎、丸尾純子、安藤喜久枝、

海老原アイ子、紀  幸、阿島 勇、松本隆治、小野寺一郎、理容ﾋｻｵ 

鶴岡久男、青葉台歯科ｸﾘﾆｯｸ 小西誠一、山本静子、須田昌子、桑田

良望、岩岸利夫、吉川 清、菅澤房子、笹本友子、石井 健、坂部美智

子、石川惠子、落合辰雄、小篠明子、天羽保子、片原一豊、片原百合

子、末継ミツヨ、小尾悦子、栗田智夫子、長田 茂、永井直俊、松永亮

一、西原照雄、(株)丸美商店、 （3月 29日現在） 

 

 

活活活躍躍躍すすするるる協協協力力力会会会員員員ののの紹紹紹介介介（（（111222））） 

理理理事事事   １１１丁丁丁目目目   甲甲甲斐斐斐   博博博隆隆隆   

サラリーマン卒業後はボランティア人生を 

 

 3 年前に会社生活を 64 歳で終

了し、元気一杯ではあるし、「何

か社会貢献の出来ることはない

か」と考えていたところへ、友人

から「青葉台ふれあいサロン」の

管理人を手伝ってくれないかと

の誘いに乗ったことから私のボラ

ンティア生活が始まりました。そ

の後にサロンの経理担当を任され、「葎堰（むぐらせき）の環境を守る

会」に巻き込まれ、「青葉台さわやかネットワーク（以下ASN）」の理事、

事務所当番とボランティアの幅が広がってきています。今年は 1 丁目

町会の副会長の順番にもあたり、これ以上の役割を引き受けると下手

の横好きであるゴルフが出来なくなると危機感？をいだいています。 

 個人的に、昨年を振り返りますと、サロンの経理として、細々としたお

金の出入りに気を使い、堰の美化では真夏にヘロヘロになりながら体

力の限界に挑戦し、ASN の各種催事で本名理事の使い走りとして達

成感を味わうことが出来ました。ボランティア人生、順風満帆です。 

 さて、日本の世

の中は少子・高

齢化が確実に進

行し、社会の仕

組み、個人ごとの

価値観、などが

大きく変わりつつ

あります。その中

で我が街「青葉

台」は高齢化率

が高いにも関わらず、逆に老人の疾病率は低いというあるべき姿を世

に示しています。この素晴らしい青葉台の特徴を更にスパイラルアップ

すべく地域にすむ皆さんが、「向こう三軒両隣」「無縁社会から創縁社

会」へといった、古くから日本人が持っていた社会性を大切にすること

が肝要と感じています。青葉台では多くの皆さんがいろいろなボランテ

ィア活動に意欲的に取り組んでおられます。私も負けないように、微力

を尽くしたいと考えている今日この頃です。今後ともよろしくお願いしま

す。 

 

 

ＡＳＮ会員を結ぶかわら版 第 90号  平成 29年 3月 29日 
特定非営利活動法人 

青葉台さわやかネットワーク 
TEL  0436 (62) 8215 
FAX  0436 (62) 8205 

E‐mail： asn_3247_ichihara_299_0117@ybb.ne.jp 

発行責任者 西原 清隆 
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編集後記 ：協力会員と利用会員、地域の方と会員の間を取り持ち、交流の場

を盛んにしたいと思います。ご意見やお便りをお寄せください。地域のために

少しでも行動しましょう。 （本名幸作） 

 

（本名）  

 

地地地域域域支支支援援援活活活動動動報報報告告告   

・・・軽軽軽自自自動動動車車車ののの運運運用用用・・・管管管理理理にににつつついいいててて（（（111）））  

副副副理理理事事事長長長   111 丁丁丁目目目   高高高柴柴柴   正正正義義義   

 

この度、青葉台さわや

かネットワーク（ＡＳＮ）で

「認定ＮＰＯ法人」の寄付

金を活用させていただき、

軽トラックを一台購入しま

した。目的はＡＳＮ活動の

荷物の運搬の他、地域活

動でご利用いただいて活

動の輪を広げてということ

です。利用の際は事務所

に「利用申込書」を提出し

てください。スケジュールを調整してご利用いただきます。差しあたって利用

料金は、ガソリン代として、 「１０円/ｋｍ」とさせていただいております。事故

等については保険で対応しますがあくまでも自己責任で、安全運転でご利用

願います。 

 

・・・イイイベベベンンントトトををを地地地域域域ののの皆皆皆さささんんんととと楽楽楽しししみみみままましししたたた（（（222））） 

副副副理理理事事事長長長   ６６６丁丁丁目目目   本本本名名名   幸幸幸作作作   

① さわやか祭り（11月 3日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② さわやか餅つき大会、（12月 23 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ さわやか新年会（1 月 29 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運運運営営営委委委員員員ののの紹紹紹介介介   

よよよろろろしししくくくおおお願願願いいい致致致しししままますすす。。。   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
青葉台さわやかネットワークでは、青葉台地区を中心に運営委

員が該当地区の会員との橋渡し役を担っています。メンバーは理事長、

事務スタッフとの毎月の委員会参加、年度初めの年会費集金なども担

当いたします。 

後列左から、高柴＊（1）、山村（5）、本名（6）、長田（8、ダイア） 

前列左から、里見（2）、富田（3）、山口（4）、井田（7）（敬称略） 

尚、かっこの数字は各町会名。＊：高柴夫人の代理出席、 

さらに、大和さん（4丁目）、佐藤さん（泉台）にもご協力を頂いております。 

 

新新新入入入会会会員員員のののごごご紹紹紹介介介………よよよろろろしししくくくおおお願願願いいいしししままますすす  

総計 819名超になりました。 (敬称略、順不同、平成 29年 2月末現在)                          

28年 10月以降の新入会員 

青葉台（1から 8丁目・ダイア） 

（1丁目）佐野 美佐子、佐野 稔、成田 泰雄、（2丁目）山村 孝子、草薙 重信、

（3丁目）坂部 小夜子、（4丁目）川北 和、（6丁目）石井 秀則、浮石 克己、 

（7丁目）仙波 茂、仙波 久子、植田 千代、肥後 田鶴子、森 早恵子、 

広域（市原市、袖ヶ浦、他） 

姉崎：斉藤 光子、浦島 せつ、高木 和子、大久保 定子、武藤 信子、 

椎の木台：角田 幸男、庄司 正之、清水 弘、 

桜台：藤田廣、泉台：佐生 和美、島野：田野口みどり、馬立：田村 きみ、 

五井西：藤井 好江、椎津：淋 袈満、袖ヶ浦：緒方 松江、 

 

HHH222999 年年年度度度のののイイイベベベンンントトト情情情報報報  

副副副理理理事事事長長長   ６６６丁丁丁目目目   本本本名名名幸幸幸作作作   

イベント名 日時 予定 場所 

第 19 回定例総会 5 月 27日、10：00～12：00 自治会館 

交流茶話会、第１回 11月 26日、10：00～12：00 自治会館 

交流茶話会、第２回 未定   10：30～12：30 みどりが丘集会所 

さわやか祭り 11月 3日、10：00～12：00 青葉台中央公園 

さわやか餅つき大会 12月 23日、10：00～12：00 青葉台中央公園 

さわやか新年会 １月 27 日、10：00～12：00 自治会館 

さわやか祭り他のイベントには地域のみなさんのご参加を歓迎致します。 

 

年年年会会会費費費ののの集集集金金金にににつつついいいててて（（（444 月月月下下下旬旬旬かかかららら 555 月月月末末末））） 

会員年会費を下記の方法で集金いたします。 

① 一般会員、正会員：1000円、家族会員：500円 

② 青葉台地区：各運営委員がご自宅に訪問いたします。 

③ 広域会員の方には、5月中に、郵便局振込書を発送いたします。 

④ 尚、青葉台事務所に来られた際、入金されても結構です。 

上：おやじの会、澤会長 

左：青葉台小の武田校長 

左：食事班の手料理 

右：詩吟同好会の皆さん 


