
千葉市を美しくする会は・.. 

千葉市を美しくする会は、前回(昭和39年)の東京オリンピック開催をきっかけに、その前年(昭和

38年)に、「街をきれいにしよう・美しい千葉市をつくろうJを基本コンセプトに設立されました。

現在は、花とみどりの部会・美しい環境部会・美しい健康部会・広報宣伝部会・まつり部会の五つの

部会で¥本会の目的を達成するため様々な活動を行っています。

そして、その活動は皆犠からの100円募金や賛助金等のこ協力により実現できるものでありま

す。これまで、のご協力に厚くお礼申し上げるとともに、引き続きご協力をよろしくお願いします。

また、各部会において、本会の活動に賛同し、各事業に取り組む団体への助成事業を行って

います。

ご興昧、ご、関心のある団体様におかれましては、千葉市を美しくする会事務局(上記連絡先)まで

お問い合わせください。

[ 平成30年度 各部会の事業報告 】
多くの市民、企業、団体の皆様の募金・賛助金や活動支援などのご協力により、平成30年度

の事業を展開することができましたo

また、平成30年度は、千葉のまちの礎を築いた千葉一族の中興の祖、千葉常胤の生誕900年

を記念したイベントを実施しました。

花のあふれるまちづくりを推進するため、
緑化活動の充実を図りました。

@ 花壇づくり事業への助成

花壇やプランタ一等を設置し、花と緑に固まれた快適で、潤いのあるまちづくりを推進する団体

(6団体)!こ対し、花壇づくりに係る費用を助成しました。

@ ひまわりいっぱい運動

市内40か所の保育所(園)等にひまわりの種を配布し、

育て方講習会を開催しました。

子どもたちが育てたひまわりを、親子三代夏祭りに合わ

せて展示し、来場者の方に見て楽しんでいただくととも

に、お気に入りのひまわりを投票していただきました。

金賞:生実保育所

銀賞:ひまわり幼稚園

銅賞:都賀の台幼稚園 ひまわりいっぱい運動



ゴミひとつない美しいまちづくりを目指し、
環境美化啓発活動を展開しました。

@ ごみゼロクリーンデー・ポイ捨てやめようキャンペーン

市が実施しているごみゼロクリーンデー(5月27日)に合わせて、ポイ捨てやめようキャンペーン

を、中央区役所と合同で実施しました。

また、 12月4日(火)にも美しくする会単独によるポイ捨てやめようキャンペーンを実施しました。

両日とも、多くの団体様にご参加いただきました。
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@ きれいなまちづくり事業への助成

地域での清掃活動に意欲的に取り組んでいる団体(4団

体)に対し、清掃活動に係る費用を助成しました。

. 近隣17市喫煙マナー向上・ポイ捨て防止

合同キャンペーンでの啓発活動

市が実施している「近隣17市喫煙マナー向上・ポイ捨て防

止合同キャンペーンJに合わせて、啓発活動を実施しました。

:庄、必ゐ 市民参加の行事を通じて、健康づくL人仲間づくりに
美w健康部会 i町

三至J警を暫 つなげるとともに、青少年の健全育成を図りました0

. 健康ウオーク(千葉常胤生誕900年記念イベント)

[千葉氏ゆかりの史跡・旧跡をめぐる健康ウオークjを11 

月に実施し、22名の方の参加がありました。

特定非営利活動法人 郷土ちぱに学び親しむ会の方々を

講師にお迎えし、講義を行った後、お茶の水-羽衣の松・御

仮屋などを巡りました。

当日は、あいにくの天候でしたが、参加者は講師の先生の

話をメモするなど、興味深く聞いていらっしゃいました。

ごみゼロクリーンデー・iItイ鎗てやめようキャンペーン

健康ウオーク

@ 親子凧づくり教室

12月1日(土)に高洲コミュニティセンター・高浜中学校校庭で¥12月8日(土)に鎌取コミュニティ

センター・有吉中学校校庭で実施し、計26名の参加がありました。

自作した凧を楽しそうにあげる子どもたちが印象的でした。

@ 第44回新春市民凧あげ大会

1月13日(日)にいなげの浜で実施し、約650名の参加があ

りました。

当日は天候に恵まれ、新春の青空に無数の凧があがり、皆

さん楽しんで、いらっしゃいました。

@ 昔遊び等市民向けイベントへの助成

音遊びイベント実施団体(8団体)に、活動費用の助成を行いました。

参加した子どもたちは、けん玉や竹とんぼなどの昔遊びを体験しました。
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新春市民凧あげ大会



各種広報媒体を通じ、当会の諸活動を広く市民
に伝え、理解を得るとともに美しいまちづくり
の意識高揚を図りました。

@ 千葉市を美しくする運動推進功労者表彰

千葉市を美しくする会の目的を達成するための事業に、地域や千葉市全域において、ボランティ

ア精神に基づき尽力されている個人・団体を表彰しました。

個人の部(37名)敬称略

青木信義、浅見トキ、新木和雄、石渡千代子、岩城忠男、大河原正一、大野初悪、小川晃弘、織戸君子、

賀川 篤、木下園雄、園吉敏和、小泉ユキ、粛藤朝子、 粛藤和雄、坂本教子、鈴木春美、関本満晴、谷英男、

千葉ひろ子、佃川美乃里、土屋和紀、中村淑枝、奈良健二、西村剛 、花光和久、花輪豊、半田悪美子、

平田文子、藤井衛、布施孝、水谷淑子、村野文美、目黒 敏次、本吉みさ子、吉田寛、 藁谷清子

団体の部(16団体)敬称略

磯辺七丁目北自治会、おゆみ野南4丁目自治会、幸町第三小学校地区スポ ツ振興会、

幸町第二中学校区青少年育成委員会、サ二 倶楽部、高浜6丁目自治会防犯パトロール隊、

千葉市立朝日ケE中学校生徒会、千葉市立花見川小学校、千葉市立誉田小学校、手づくり公園まさごの会、

天台町内会、仁戸名グリ ンクラブ、登戸小学校地区社会体育振興会、花見川サンハイツ花の会、

星久喜中学校区青少年育成委員会、マリンタウン団地自治会ガーデ二ングの会

. 千葉市を美しくする会HPの更新 http://www.bikai.org/ 

@ 広報紙の発行 「美しい千葉j第78号

@ 千葉市を美しくする会PR活動

10月.1 1月の美浜区・中央区・稲毛区・花見川区・若葉

区・緑区の各区民まつりにおいて、 「美しい千葉第78

号Jや花の種を配布し、 千葉市を美しくする会の活動を

PRしました。また、花見川区民まつり会場内において募

金活動を実施いたしました。 千葉市を美しくする会PR活動

φ 100円募金・賛助金運動の展開

町内自治会をはじめ、企業・団体等の皆

様から、千葉市を美しくする会の活動へ

の貴重な賛助金や物晶等のご賛助をい

ただき、また、多大なるご支援・ご協力を

賜っておりますこと、厚くお礼申し上げま

す。ここに皆様方のご芳名を掲載させて

いただきます。

平成30年度賛助金状況

(平成31年3月31日現在)

町 内 自 2r4ロ... d色、 7.847.795円~ 

IE へ 業 868.651円

般・団体等 216.200円

市職員・市の任意団体 856.670円

言十 9.789.316円
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千葉市を美しくする会の活動に
100円募金のご賛助をいただき、心から感謝申し上げます。

町内自治会(敬称略)

加曽利中学校区(第1地区)

加曽利辰巳自治会若葉はづき会 大宮町花和自治会 大

宮町下長自治会 大宮町坂尾自治会 大宮町千城自治会

大宮町親睦会大宮町下和田睦会新大宮自治会貝塚第

一町内会貝塚第二町内会員塚第三自治会 太田町自治

会小倉 町内 会坂月自治会員塚団地自治会桜 木 第2

県住自治会 加曽利西自治会

末広中学校区(第2地区)

長洲二丁目町内会 寒川一丁目町会 寒川町二丁目自治会

寒川町三丁目町内会 稲荷町自治会稲荷町町内会千葉

寺青葉町自治会 末広町内会

葛城中学校区(第3地区)

亥鼻一丁目自治会亥鼻東町会 亥鼻第五町内会亥鼻町

大学前自治会本町一丁目町内会本町二丁目親和会本

町三丁目親栄会 中央一丁目親和会 本町一丁目自治会

道場南第一協和会 道場南第三協和会 道場南第四協和会

旭町旭栄会旭町東部自治会 市場町白治会 亀岡町自治

会鶴沢町自治会東本町自治会亀井町会葛城町内会

椿森中学校区(第4地区)

椿森五丁目東町会 椿森一丁目中央自治会 椿森1丁目西

部自治会椿森二丁目町会 道場北1.2丁目自治会 院祐

町内会要町内会祐光苑自治会 千葉サニータウン自治会

東千葉住宅自治会東千葉若葉会東千葉陸自治会ハイ

ラーク千葉自治会 祐光県営住宅自治会

緑町中学校区西千葉地区(第5地区)

登戸一丁目自治会 登戸・新千葉二丁目自治会 登戸3丁目

自治会 西登戸自治会 汐見・春日自治会 新千葉3丁目白
Jム メ』
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小中台中学校区(第6地区)

園生町内会 園生三和会 園生台自治会 グリーンプラザ園

生自治会小中台町内会小仲台第五自治会第二徳川園

町内会 ピレッジハウス小中台自治会 小中台中央会 小仲

台自治会 小仲台新向会自治会 イトーピア稲毛マンション自

治会 宮野木町内会 コープ園生自治会 園生ガーデニア

ハイツ自治会 園生町園和会 野村富野木住宅地自治会

ソフィア稲毛自治会 第2稲毛ハイツ管理組合自治会 宮野

木あさま台自治会 プライムステージ稲毛小中台自治会 ダ

イアパレス稲毛緑園自治会 小仲台住宅2号棟自治会 稲毛

ヒjレトップ・フオート自治会

花園中学校区(第7地区)

検見川町三丁目町内会 検見川町五丁目町内会 花園文化

会 南花園自治会花園光風会花園六葉会花園一三会

花園3丁目自治会花園四丁目自治会 浪花町町内会 畑

町町会 朝日ケ丘サニータウン自治会 畑が丘自治会 畑町

東部自治会 みのわ台自治会 ガーデンプラザ、新検見川自治

会瑞穂自治会
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新宿中学校区(第8地区)

新宿一丁目町会 新宿2丁目自治会 弁天町会弁天北部

町会出洲港自治会新田町町会新町自治会千葉みな

とパークハウス自治会

蘇我中学校区(第9地区)

今井連合町会鵜の森町内会 白旗町内会 白旗一丁目自

治会 白旗親栄会大森町向台自治会大森町陽光会大

森町新栄会大森新生会 大森町さっき会南町共栄会

南町三丁目町会 宮崎町町内会宮崎町自治会 宮崎町栄

親会宮崎みつば会 宮崎丘の町自治会 宮崎団地自治会

宮崎町陵会 宮崎一丁目自治会蘇我町内会富士見下町

内会若草親和会大巌寺町内会大巌寺新町町内会花

輪町自治会 赤井町町内会大森台自治会新今井町町内

会 花輪町町内会 花輪町弥生が丘自治会 大森町へル

シータウン自治会 宮崎緑自治会 フォレステージ蘇我自治会

キャッスル蘇我自治会 エステ・スクエア青葉の森自治会 ロ

イヤルコート京葉蘇我自治会

こではし台中学校区(第10地区)

下横戸第一町内会 下横戸第二町内会 下横戸第三自治会

大日町内会 内山町自治会 こではし台自治会 横戸台自治

会み春野自治会

幕張中学校区(第11地区)

幕張町三丁目町内会 幕張町四丁目町内会 武石町二丁目

町内会 幕張ハウス自治会 幕張ファミールハイツ自治会

誉田中学校区(第12地区)

誉田町l丁目町内会 誉田町2丁目町内会 誉田町三丁目自

治会平山町内会平山町第一自治会高田町内会鎌取

町内会平川町内会辺田町内会誉回団地自治会誉田

ニュータウン自治会 アベリアタウン誉回自治会 コスモ千葉

東自治会 音田2丁目団地自治会 コスモ誉回プレイズヒル自

治会 モアクレスト誉田自治会 ウインベルコーラス誉田自治

会 辺田町第二町内会 クレイドルガーデン鎌取西自治会

生浜中学校区(第13地区)

浜野町内会南生実町内会塩田町内会 はまの台自治会

村田南東映団地町内自治会 小田急浜野団地自治会 浜野

団地自治会

椎名地区(第14地区)

椎名崎町内会小金沢町内会茂呂町内会 中西町内会

中西台町内会刈田子町内会古市場第一団地自治会古

市場第2団地自治会 古市場みどり自治会 市営古市場第三

団地自治会 椎名崎しらさぎ自治会 サンサン自治会

轟町中学校区(第15地区)

轟町第一親睦会 轟町第一団地自治会 轟町一丁目自治会

轟町五一四自治会 轟町四丁目町内会 轟町3丁目自治会

轟町親交会 轟町さくら会 弥生県営住宅弥生会 穴川町

会 弥生会 千葉市松波町会 ハッコー稲毛マンション自治



会 県営住宅轟団地自治会 シャルム西千葉自治会 轟町

第一団地2棟自治会 ユーピセーヌ西千葉自治会 ウィズ西

千葉自治会

松ヶE中学校区(第16地区)

松ケ丘一区町内会 松ケ丘町二区松風会 松ケ丘町三区七

水会松ケ丘町四区松東会仁戸名町内会仁戸名親睦会

仁戸名県営住宅自治会 仁戸名自治会仁戸名坂上町内会

仁戸名親和会仁戸名羽衣会仁戸名住宅自治会仁戸名

町若葉会仁戸名拓美会星が丘むつみ会仁戸名南部町

内会仁戸名町協和自治会仁戸名町みどり会 仁戸名町

明和会仁戸名若草会仁戸名新栄会大森町新立会宮

崎町さっき会 宮崎みどり会星久喜南部町会 仁戸名月の

木自治会

白井中学校区(第17地区)

本郷自治会鎌田自治会野呂自治会高根自治会高根

団地自治会 川井自治会佐和自治会北谷津自治会多

部田町自治会 新宮田自治会 川井団地自治会

更科中学校区(第18地区)

富田自治会 下泉自治会

稲毛中学校区(第19地区)

稲毛一丁目第一自治会 稲毛1丁目第2自治会 稲毛三丁目

自治会稲毛三丁目いずみ自治会稲毛東町内会稲毛東6

丁目自治会 稲毛台自治会ハイマート稲毛自治会 稲毛台

サンハイツ自治会 稲毛海岸自治会 稲毛2丁目自治会 レ

ジテ.ンシャルコート稲毛自治会

千草台中学校区(第20地区)

天台ともしび自治会 天台親和会 天台新栄会 千草台団

地自治会 萩台天台あざみ自治会 萩台わかぱ自治会 萩

台町自治会 西千葉サンハイツ自治会

川戸中学校区(第21地区)

川戸町わかば会 仁戸名南自治会 734赤井自治会 赤井

町松葉自治会川戸町羽生会 川戸町南自治会南高校前

自治会

花見川第一中学校区(第22地区)

北柏井町内会 新鷹の台第一自治会 新鷹の台第二自治会

芦太山自治会 柏井北自治会花見川南自治会花見川住

宅自治会鷹の台自治会千代の台自治会 花島町内会

天戸町陸会 八千代台パークハイツ自治会 天戸町第二自

治会 天戸町秋田杉自治会 ク'ラファーレ天戸町自治会

士気中学校区(第23地区)

土気町内会土気中央町内会小山町内会下大和田町内

会大木戸町内会大木戸台自治会大野町内会上大和

田町内会土気団地自治会越智町内会大椎町内会大

椎台自治会 板倉町内会 大高町内会 越智はなみずき台

自治会 あすみが丘第3自治会 あすみが丘南自治会 ライ

オンズマンション土気自治会 コスモ土気エクストール自治会

なかの台自治会 あすみが丘8丁目町内会 あすみが丘2丁

目荻生町内会桜ケ丘自治会 あすみが丘東自治会 土気

南中央町内会楓台自治会梅ヶ丘自治会紅葉ケ丘団地自

治会 トーカン住宅土気自治会 土気栄町町内会
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干城台西中学校区(第24地区)

千城台北町自治会 千城台北県営住宅自治会 千城台北一

丁目自治会 千城台北2丁目自治会 千城台北三丁目自治会

千城台西県住自治会 千城台西町自治会 千城台南町自治

会千城台第四団地自治会 県営千城台南自治 会千城台

東町自治会 千城台東第五団地若鳩会 千城台東第7団地

自治会 千城台グリーンハイツ自治会 千城台北四丁目自治

会金親町自治会御成台二丁目自治会東建ニューハイツ

千城台自治会 御成台一丁目自治会千成自治会 千城台

東町ダイアパレス自治会 イーストヒルズ自治会

草野中学校区(第25地区)

園生町草野町内会園生町日堀町内会 園生町美園会朝

日自治会 草野団地町内会 京成園生団地自治会長沼中

央自治会 コープ野村園生自治会 池の辺自治会 ルネ・園

生自治会 園生町新日自治会

大宮中学校区(第26地区)

清水町内会 大宮南自治会 さくら自治会 北大宮台自治会

星久喜中学校区(第27地区)

星久喜町南部町会星久喜自治会星久喜いずみ会星久

喜若宮自治会星久喜新星自治会矢作台親陵会矢作台

翠松会矢作町自治会矢作町協和会矢作町桜山自治会

矢作台町内会 松ケ丘六区西町内会 松ケ丘町六区東町内

会青葉町自治会青葉の森町内会

幸町第一中学校区(第28地区)

千葉幸町東住宅自治管理組合会幸町15街区自治会 新港

木材団地自治会

高洲第一中学校区(第29地区)

高浜県営第一団地自治会 高浜県営第二団地自治会 高浜

五丁目自治会 高浜第四市営自治会 コートピア高洲自治会

高浜マリーナの街自治会

幕張西中学校区(第30地区)

幕張西一丁目海浜町内会 県営住宅海浜幕張自治会 幕張

ハイツ自治会 幕張西l丁目海浜西自治会 幕張インター町

内会 幕張サンハイツ自治会 海浜幕張コーポ自治会 幕張

西5・6丁目自治会 日神パレステージ海浜幕張自治会

真砂第一中学校区(第31地区)

真砂5丁目町内会 真砂五月会 県営住宅海浜検見川自治

会真砂二丁目五月会真砂第一町内自治会真砂一丁目

自治会 真砂三丁目自治会 検見川ガーデンハイツ自治会

メゾンドール検見川|自治会 真砂サンハイツ自治会 検見川

アートホームズ自治会 シーサイド真砂自治会 検見川パー

ク・ファミリア自治会 セザール検見川浜自治会 ゼファー検見

川浜自治会 歯科大前真砂自治会

若松中学校区(第32地区)

若松町中部自治会若松町五月会若松町東部自治会若

松町中広町内会 若松町北部自治会 若松台一丁目自治会

若松台三丁目自治会都賀陸自治会 北小倉町内会小倉

台中央自治会小倉台若松自治会若松町西部自治会 小

倉町出口自治会 市営l棟自治会

磯辺中学校区(第33地区)

磯辺七丁目北自治会 パイロットハウス検見川自治会 検見



) 11ハイツ自治会 磯辺63自治会 海浜ニュータウン磯辺東住

宅管理組合 第二検見川ハウス管理組合 サニーホームズ

検見川自治菅理組合 グリーンハイム検見川自治会 磯辺3

丁目64自治会 磯辺七丁目西自治会 磯辺第一住宅団地自

治会 磯辺西住宅自治会磯辺一丁目自治会 ルックハイツ

検見川浜自治会 磯辺2丁目自治会 磯辺8丁目自治会

パークシティ検見川浜東の街自治会

みつわ台中学校区(第34地区)

1原町町内会愛生町町内会 みつわ会自治会 みつわ台ハ

イツ自治会 みつわ台4丁目自治会 みつわ台2丁目南部自治

会 みつわ台4丁目ハイツ自治会 みつわ台5丁目l番地自治

会 みつわ台3丁目東町内会 第4みつわ台ハイツ自治会

第5・第6みつわ台ハイツ自治会 みつわ台2丁目中央自治会

殿山会 東寺山第2県営住宅自治会 ツインエルシティ千葉

自治会 若葉の杜自治会 東寺山わかばの丘自治会 みつ

わ台西住宅地自治会 パークビュー源町自治会 殿台南自治

会美里自治会東寺山ヒルズ自治会

天戸中学校区(第35地区)

長作町内会長作台弥生ケ丘町内会天戸町内会花見川

ライオンズプラザ自治会 花見川サンハイツ自治会

幸町第二中学校区(第36地区)) 

県営住宅幸町団地自治会 県営住宅幸町東団地自治会 千

葉ガーデンタウン団地管理組合法人 幸町1丁目自治会 千

葉ファミリータウン管理組合 小田急幸町マンション自治会

千葉みなとガーデンパーク管理組合自治会 千葉ポートガー

デニア自治会 リーベスト西千葉自治会 ファインコート千葉

みなと自治会 シープレス管理組合 オーベルコート千葉みな

と自治会 グランコート千葉みなと自治会 リピオ サヴァ・ミ

ハマ自治会 アクアウイング353自治会

山王中学校区(第37地区)

小深町自治会 六方町自治会小深町菱和団地自治会 あ

けぼの台自治会長沼原台自治会 山王町東自治会 山王

町中央自治会 山王町西町内会 山王町南自治会 ゆかり

の杜自治会

稲浜中学校区(第38地区)

稲毛団地自治会 パークホームズ稲毛海岸ラコリエル自治会

ファインコート稲毛海岸自治会

都賀中学校区(第39地区)

作草部町第二町内会作草部親交会 作草部県住自治会

新生会自治会作草部第一町内会作草部第三町内会ハ

イマー卜西千葉自治会 西千葉グリーンハイツ自治会 東寺山

町若緑会

さつきがE中学校区(第40地区)

宮野木台富士ケ丘自治会 宮野木台鳩ケ原自治会 さつき

が丘二丁目町会 さつきが丘l丁目町会 さつきが丘1丁目2

9町会 さつきが丘1丁目35町会

緑がE中学校区(第41地区)

第41地区町内自治会連絡協議会 京成宮野木第二自治会

宮野木しずか台自治会 宮圃自治会 京友会自治会 長沼

町京成団地自治会 東建タウンハウス親和会 東建稲毛住

宅自治会 稲毛ファミールハイツ自治会 長沼町京成第三団
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地自治会 あやめ台住宅地自治会緑が丘自治会 ライフタ

ウン稲毛自治会 エグゼ稲毛自治会 長沼町内会長沼町

寿会 長沼町モアステージ稲毛自治会 宮の杜自治会

積橋中学校区(第42地区)

積橋米之内町内会慣橋広尾町内会千種町自治会千種

さくら自治会 千種団地町内会 千種台ハイツ自治会 若種

自治会 積橋町本郷第三町内会

貝塚中学校区(第43地区)

桜木第一町内会桜木第二町内会桜木町第三町内会桜

木町第四町内会 桜ケ丘団地自治会 桜木町むつみ自治会

桜木町中央自治会桜木町自治会桜木東部自治会員塚

北部自治会小桜町内会西都賀3・4丁目自治会西都賀5

丁目自治会西都賀1.2丁目自治会都賀町会都賀三丁目

自治会原町内会商都賀自治会貝塚町東部自治会春

日野台自治会 高品ハイツ自治会 ファインビュー東千葉町内

会 ウッドパーク東千葉自治会 日神パレステージ高品公園自

治会 高品町・オリーブの丘自治会

おゆみ野地区(第44地区)

有吉町内会すずかけ街自治会おゆみ野泉谷自治会 おゆ

み野南自治会 おゆみ野みずき・かつら街自治会 六通町内

会 おゆみ野なつめ街自治会 おゆみ野なかのみち自治会

ライフ令アート春の道自治会 おゆみ野東自治会 おゆみ野つく

し会 おゆみ野はるの道会 おゆみ野ひまわり会 ニューズお

ゆみ野自治会 はるのみち公園前団地自治会 おゆみ野わか

草自治会 学園前駅北自治会 おゆみ野秋の道南自治会

エステ・シティおゆみ野自治会 おゆみの道自治会 おゆみ野

の杜自治会 ステーションアリーナ自治会 おゆみ野南たんぽ

ぽ会 おゆみ野南4丁目自治会 六通南自治会 さくら自治

会 おゆみ野6丁目東自治会 おゆみ野南1丁目おちな台自治

会 イーオおゆみ野自治会 コーレおゆみ野自治会 おゆみ

野中央学園前自治会 コモンステージおゆみ野自治会 コモ

ンステージおゆみ野南自治会 オーキッドヒルおゆみ野自治会

おゆみ野南6丁目オリーブの会

都地区(第45地区)

都町第一町内会都町町内会都町東自治会新都町自治

会 都町リハイム自治会 コスモ千葉グレイスヒルズ自治会

朝日ヶE中学校区(第46地区)

朝日ケ丘つくし自治会 宮野木台さっき自治会 朝日ケ丘ピレ

ジ自治会 にれの木台自治会 稲毛スカイマンション自治会

稲毛スカイタウン自治会 ルネ稲毛自治会 グランドムール稲

毛自治会 ナイスアーバン稲毛自治会 アインズコート稲毛小

中台自治会

打瀬中学校区(第47地区)

パティオス4番街自治会 パティオス2番街自治会

幕張本郷中学校区(第48地区)

幕張一丁目本郷町内会 幕張本郷西町会 上の台自治会

緑町中学校区緑・黒砂(第49地区)

緑町一丁目自治会緑町西部自治会黒砂第一自治会黒

砂第二自治会 黒砂北部自治会黒砂一丁目自治会



企業・各種団体等(敬称略)

揚羽流あけぼの会

奄美弘静会

石井開運側

市原悦子と親しむ会

植草学園大学付属高等学校

恵藤計器側

側小川土建

小倉太鼓連

おはら笑楽会

備)小原電気商会

(槻開周堂

(医)柏葉会(柏戸病院)

(有)カンダ事務機

(槻関東消防機材

きものレディ着付学院 千葉校

空間情報サービス側

岡京葉銀行

側京葉美装

国際ソロプチミスト千葉

こではし台太鼓同好会

ことぶき大学スマイル一座

寿太鼓

山王夢太鼓

JFEスチール(槻東日本製鉄所

(一社)書星会

白旗くすの木曾

白ゆりの会

スイス通信システム(械

杉田建設興業側

側精美堂

(一社)生命保険協会

世界平和女性連合千葉県本部

岡大栄建設

太鼓衆肇

田代旗幕工業(栂

(福)千葉愛育会 院内保育園

千葉アロー(栂

千葉おかみさん会

千葉海運産業側

千葉神楽太鼓

千葉鹿児島県人会

(槻千葉教弘

側千葉銀行本居営業部

物晶賛助(敬称略)

イオンリテール側イオンマリンピア庖

(有)カシダ事務機

(槻千葉経済開発公社

千葉県学校用品側

(一社)千葉県環境保全センター

ちば元気づくり友の会

ト財)千葉県教育会館維持財団

卜社)千葉県経営者協会

千葉県自動車販売居協会

千葉県タクシー協会 千葉支部

(一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部

千葉県たばこ商業(協組)千葉支部婦人部

千葉県中小企業団体中央会

側千葉興業銀行

千葉港振興協会

(公財)千葉市教育振興財団

(公開千葉市国際交流協会

(公財)千葉市産業振興財団

千葉市住宅供給公社

千葉市畜産協会

(財)千葉市動物公園協会

千葉市廃棄物リサイクル事業(協組)

千葉市美容組合

千葉市舞踊連盟

(公財)千葉市文化振興財団

(公財)千葉市保健医療事業団

(公財)千葉市保健医療事業団

千葉市青葉看護専門学校

ト社)千葉食品コンビナート協議会

側千葉ショピングセンター

千葉信用金庫

千葉青果卸売(協組)

千葉セントラルタワー

千葉倉庫側

側千葉測器

千葉手づくり甲胃 匠の会

千葉寺千瀧太鼓

(協和千葉電設協会

千葉都市モノレール(槻

(公社)千葉東法人会

千葉ポートサービス側

東海海運側千葉支居

制動物公園協力会

側東葉製作所

(学)東洋理容美容専門学校

側成田電機

日本製粉(槻

』同ジエイコム千葉セントラル

生活協同組合コープみらい

そごう千葉居

千葉酪農農業 (協和
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日本企業投資制

(公社)日本舞踊協会千葉県支部舞葉会

ハクヒ京都きもの学院千葉校

偵)花湾住販

林造園土木側

向日葵太鼓

側福井

総浜太鼓保存会

側プラザ

(槻プラムシックス

平和防災(槻

同丸高丸万寿司

みつわ太鼓保存会

モデン工業(槻

閥横芝緑化

側冷研エンジニアリング

若葉はづき会

和太鼓・白鳳

和太鼓若獅子隊

高津戸団地自治会

明るい社会づくり運動千葉市フォーラム

千葉駅北口を美しくする会

千葉エコーライオンズクラブ

千葉銀座商居街振興組合

千葉市子ども会育成連絡会

千葉市小中学校長会

千葉市女性グループ連絡会

千葉市女性団体連絡会

千葉市森林組合

千葉市スポーツ振興会連絡協議会

千葉市スポーツ推進委員連絡協議会

千葉市少年スポーツ連盟

千葉市赤十字奉仕団千葉市地区本部

千葉市体育協会

千葉市地域婦人団体連絡協議会

千葉市内陸企業連合会

千葉市PTA連絡協議会

千葉市貿易振興会

千葉商工会議所青年部

千葉市青年協議会

千葉中央ライオンズクラブ

千葉西ロータリークラブ

千葉ロータリークラブP

東京ガス側千葉支社

(有)三芳屋

モトローラソリューションズ側



φ
 

参加して、見て、楽しめる祭りを通じ、市民相互の
連帯感とふるさと意識の高揚を図りました。

@ 千葉氏夕、ンー品、 'l "'g曽ベ、くり教室(千葉常胤生誕900年記念イベント)

千葉氏の歴史などを学びながらダンボール甲胃を

作成する教室を、小学生を対象 lこア~8月にかけて

6区で開催し、計94名にこ参加いただきました。

また、作成したダンボール甲胃を着て、 8月19日

(日)開催の千葉の親子三代夏祭りで行われる子ど

も武者行列にもご参加いただき、可愛らしくも勇ま

しい姿に歓声があがっていました。

ダンボール甲胃づくり教室

@ 第43回千葉の親芋三代夏祭り

8月18日(土)に前夜祭を、8月19日(日)に本祭りを、中央公園及びその周辺で開催しました。両日

とも天候に恵まれ、千葉市最大であるこのお祭りへの来場者数は2日間で延べ36万人を記録し、

大いに賑わいました。

子ども武者行列

みこし・山車の渡御

千葉氏コーナー

親子三代千葉おどり

+E民まつり事業への助成

市全域にわたって、まつりを通じたふるさと意識の高揚を図る運動が推進できるよう、各区の区民

まつりに対して、実施に係る経費の一部を助成しました。
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