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発行 ： 千葉市を美しくする会（事務局 ： 千葉市役所市民自治推進課内　TEL245-5138）

　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」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、その活動は皆様からの１００円募金や賛助金等のご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、引き続きご無理のない
範囲でご協力をよろしくお願いします。

◆ 花いっぱい運動（全区） 
市内保育所（園）等にひまわりセットを配布する「ひまわりいっぱい運動」を予定していたものの、
新型コロナウイルスの影響により延期となったことから実施方法を再度検討し、市内３０か所の
保育所（園）等にパンジーの苗を配布する「花いっぱい運動」を実施しました。
参加保育所（園）等の皆様からは、多くのお喜びの声をいただくことができました。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、残念ながら中止となってしまった事業もありま
したが、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、感染
拡大防止対策をとりながら、令和２年度の事業を展開することができました。
※中止となってしまった事業は、事業名の横に［中止］と記載し、例年の事業内容をご紹介しています。
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令和2年度　各部会の事業報告

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ることを目的と
しています。※令和２年度は全事業が中止となりました。

千葉市を美しくする会は・・・

花とみどりの部会花とみどりの部会花とみどりの部会

ま つ り 部 会
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◆ ポイ捨てやめようキャンペーン（中央区）
１２月１日（火）にポイ捨てやめようキャンペーンを実施しました。新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、例年と異なる開催方法となりましたが、
多くの団体様にご参加いただきました。

　◆ ごみゼロクリーンデー・ポイ捨てやめようキャンペーン【中止】
５月に市が実施しているごみゼロクリーンデーに合わせて、中央区と合同で実施しています。
　◆ 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【中止】
１０月に市が実施している「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」に合わせて、
啓発活動を実施しています。
　◆ 富士見セーフティベル（夜間パトロール）への参加【中止】
毎月第２金曜日に富士見町商店街協同組合が主催する富士見セーフティベル（夜間パトロール）に
参加しています。

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。
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。

◆ 健康ウォーク（中央区・緑区）
健康増進を目的に、市内にある名所を訪ね歩く健康ウォークを
11月に実施し、１４名の参加がありました。
城の台や生実神社などを巡り、千葉市埋蔵文化財調査センター
では、学芸員の方から話を伺いました。
今年度はハスの花の観察をコースに組み込み開催する予定です。

　◆ 親子凧づくり教室【中止】
専門講師を招いて、親子を対象とした凧づくり教室を開催しています。

　◆ 第４６回新春市民凧あげ大会【中止】
例年１月にいなげの浜で実施しており、多くの方にご来場いただいています。

市民参加の行事を通じて、健康づくり、仲間づくりに
つなげるとともに、青少年の健全育成を図りました。
市民参加の行事を通じて、健康づくり、仲間づくりに
つなげるとともに、青少年の健全育成を図りました。

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。

健康ウォーク

美しい環境部会美しい環境部会美しい環境部会

美しい健康部会美しい健康部会美しい健康部会

広報宣伝部会

新春市民凧あげ大会は昭和51年に日本初の人工海浜「いなげの浜」オープン
を記念して、始まりました。
現在では千葉市在住・在勤・在学で手作りの凧を挙げている方を対象に審査
を行い、入賞者には豪華賞品をプレゼントしています。
正月の風物詩のひとつとなっており、無数の凧が大空に舞う光景は壮観です。 昭和52年新春凧あげの集い

美しくする会

昔話
その2 ～日本初の人工海浜で凧あげ大会開催～

「街をきれいにしよう・美しい千葉市をつくろう」を基本コンセプトに、中心街
への草木15,000本の植樹や都川の清掃・花壇の手入れなど、環境美化の
啓発から会の運動は始まりました。 昭和41年 千葉駅前花壇

美しくする会

昔話
その1 ～始まりは環境美化啓発から～

ポイ捨てやめようキャンペーン



◆ 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。

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。

市民参加の行事を通じて、健康づくり、仲間づくりに
つなげるとともに、青少年の健全育成を図りました。
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◆ 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

金や物品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。新型コロナウイルスの影響により、一部事業は中止となってしまいましたが、い

ただきました賛助金や物品等のご賛助は今年度の事業においても活用させていただきます。

◆ 千葉市を美しくする会ＰＲ活動【中止】
１０月・１１月の各区民まつりにおいて、「美しい千葉」や花の種を配布し、千葉市を美しくする

会の活動をＰＲしています。

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。

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。

美しい環境部会

美しい健康部会

広報宣伝部会広報宣伝部会広報宣伝部会

◆ 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」第80号

個人の部（28名）敬称略
秋葉　辰雄、新江　利廣、五十嵐　　枝、五十嵐　秀雄、石川　岩男、石渡　正博、大山　晴義、

久保木　昭作、桑田　浩司、小堺　明、小畑　幸保、佐藤　幸雄、佐野　節子、鈴木　孝子、髙杉　直美、

高橋　良和、武田　栄子、田村　正勝、中西　鐵雄、中村　文彦、林　美津子、細川　弘、松下　清巳、

湯田　清光、吉田　照子、若林　郁雄、和田　仁八、渡部　賢一

団体の部（19団体）敬称略
磯辺小地区スポーツ振興会、稲毛地区更生保護女性会、稲浜小地区スポーツ振興会、稲荷町自治会、

小中台町内会、幸町公園あじさいプロジェクト、新生会自治会、新鷹の台第二自治会、第2なかよし会、

高根団地自治会、東建ニューハイツ花を愛する会、野呂団地自治会、本郷自治会、

幕張ベイタウン自治会連合会　菜の花クラブ、緑丘ふれあいひろば美化クラブ、南町共栄会、

み春野ガーデニングサークル、わか草自治会「なでしこ会」、若草親和会



加曽利中学校区（第１地区）
加曽利辰巳自治会　ほおじろ台自治会　桜木親和会　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　坊谷津自治会　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　貝塚第三自治会　太田町自治会
小倉町内会　坂月自治会　大草町自治会　貝塚団地自治会
桜木第２県住自治会

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

　城中学校区（第３地区）
亥鼻一丁目自治会　亥鼻第五町内会　亥鼻町大学前自治会
本町一丁目町内会　本町三丁目親栄会　吾妻町二丁目町会
本町一丁目自治会　道場南第一協和会　道場南第二協和会
道場南第三協和会　道場南第四協和会　旭町旭栄会　市場
町自治会　長洲一丁目第一町会　亀岡町自治会　鶴沢町自
治会　東本町自治会　亀井町会　　城町内会

椿森中学校区（第４地区）
椿森五丁目東町会　椿森二丁目町会　椿森東部町内会　
道場北町みどり会　道場北１･２丁目自治会　院祐町内会　
祐光苑自治会　千葉サニータウン自治会　東千葉みどり自
治会　ハイラーク千葉自治会

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　汐見春日自治会　新千葉３丁目自治会

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　園生町双葉自
治会　稲毛パークハウス自治会　小中台町内会　小仲台第
五自治会　第二徳川園町内会　ビ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　園生町園和会　野村宮野木住宅地自治会　稲
毛ビューハイツ自治会　ソフィア稲毛自治会　第２稲毛ハイ
ツ管理組合自治会　第３稲毛ハイツ管理組合自治会　宮野
木あさま台自治会　フラワーヒルズ自治会　ダイアパレス稲
毛緑園自治会　アクアフォレスタ･ルネ稲毛自治会　園生の
丘自治会
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町内自治会（敬称略）

花園中学校区（第７地区）
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　花園四丁目自治会
朝日ケ丘自治会　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　瑞穂自治会　

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　弁天北部町会　富士
見町内会　新田町町会　新町自治会　ブラウシア管理組合
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
大森町自治会　大森町新栄会　大森新生会　大森町さつ
き会　大森町日の出会　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　宮崎町睦会
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　大森町ヘルシータウ
ン自治会　宮崎緑自治会　フォレステ－ジ蘇我自治会　千葉
寺第２県営住宅自治会　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

こてはし台中学校区（第１０地区）
上横戸自治会　下横戸第一町内会　下横戸第二町内会　
下横戸第三自治会　宇那谷町内会　内山町自治会　こては
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　幕張海岸一
丁目自治会　武石町二丁目町内会　幕張ファミールハイツ自
治会

誉田地区（第１２地区）
誉田町１丁目町内会　誉田町２丁目町内会　誉田町三丁目
自治会　高田町内会　平川町内会　大膳野町内会　誉田
ニュータウン自治会　アベリアタウン誉田自治会　コスモ千
葉東自治会　誉田２丁目団地自治会　コスモ誉田プレイズヒ
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

100円募金運動にご協力ありがとうございました。

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。
ここに皆様方のご芳名を掲載させ
ていただきます。

（令和3年３月３１日現在）令和2年度 賛助金状況

7,055,238円
774,776円
172,400円
635,902円

8,638,316円

町 内 自 治 会
企 業
一 般・団 体 等
市職員・市の任意団体

計



ー 5 ー

生浜中学校区（第１３地区）
浜野町内会　村田町町内会　角栄自治会　塩田町内会　
村田南東映団地町内自治会　小田急浜野団地自治会　ヘ
ルシータウンおゆみ野自治会　浜野東自治会

椎名地区（第１４地区）
椎名崎町内会　中西町内会　中西台町内会　落井町内会
富岡町内会　刈田子町内会　古市場第一団地自治会　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　第３轟住宅親和会　轟町新生自治会　轟町五一四自治
会　轟町四丁目町内会　轟町３丁目自治会　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　西千葉パーク・ホームズ自治会　ユービセーヌ西
千葉自治会　ウィズ西千葉自治会　

松ヶ丘中学校区（第１６地区）
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　仁戸名三和会　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　宮崎町さつき会　宮崎みどり会　星久喜南部町会 
仁戸名緑の丘自治会

　白井中学校区（第１７地区）
千葉中自治会　野呂自治会　野呂団地自治会　高根自治会
高根団地自治会　和泉自治会　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

更科中学校区（第１８地区）
宮田自治会　富田自治会　御殿町自治会

稲毛中学校区（第１９地区）
稲毛一丁目第一自治会　稲毛三丁目いずみ自治会　稲毛台
自治会　稲丘町自治会　ハイマート稲毛自治会　稲毛台サ
ンハイツ自治会　稲毛２丁目自治会

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　萩台わかば自治会　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）
仁戸名親栄会　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　川戸町南自治会

花見川中学校区（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　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　八千代台
パークハイツ自治会　天戸町第二自治会　ソレイユ鷹の台自
治会　天戸町秋田杉自治会

土気地区（第２３地区）
土気町内会　土気中央町内会　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　あすみが丘第1自治会　あ
すみが丘南自治会　なかの台自治会　あすみが丘８丁目町
内会　桜ヶ丘自治会　土気南中央町内会　楓台自治会　
梅ヶ丘自治会　土気栄町北部自治会　トーカン住宅土気自
治会　土気栄町町内会

千城台西中学校区（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　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

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）
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　星久喜団地親睦会　星久喜若宮自治
会　星久喜新星自治会　矢作台翠松会　矢作町自治会　
矢作町協和会　矢作台町内会　矢作台東町内会　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　エクセル西千葉自治会　ペルル西千葉
壱番館自治会

高洲・高浜中学校区（第29地区）
パイロットホーム自治会　千葉市高浜第一自治会　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１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

真砂中学校区（第３１地区）
真砂５丁目町内会　真砂ちどり会　真砂二丁目五月会　真
砂第一町内自治会　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　真砂一丁目団地管理
組合　シーサイド真砂自治会　検見川パーク・ファミリア自治
会　歯科大前真砂自治会
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若松中学校区（第３２地区）
若松町中部自治会　若松町東部自治会　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　若松台
二丁目自治会　都賀睦自治会　北小倉町内会　小倉団地
自治会　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1棟自治会

磯辺中学校区（第３３地区）
磯辺七丁目北自治会　検見川ハイツ自治会　磯辺ガーデ
ンハイツ自治会　磯辺６３自治会　第二検見川ハウス管理
組合　サニーホームズ検見川自治管理組合　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　海浜コートビレジ自治会　
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）
源町町内会　愛生町町内会　殿台町内会　みつわ台２丁目
北部自治会　みつわ台４丁目ハイツ自治会　みつわ台３丁目
東町内会　第５・第６みつわ台ハイツ自治会　殿山会　東寺山
第２県営住宅自治会　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

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　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　シーブレス管理組合　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　千葉みなと
パーク・ホームズ管理組合

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　稲毛カトレア自治会

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　
ハイマート西千葉自治会　天台町内会

さつきが丘中学校区（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１丁目２９町会　さつきが丘西
団地自治会　さつきが丘１丁目３５町会

緑が丘中学校区（第４１地区）
京成宮野木第二自治会　宮野木しずか台自治会　宮園自治

会　長沼町京成団地自治会　東建タウンハウス親和会　稲
毛ファミールハイツ自治会　東宮野木自治会　長沼町京成
第三団地自治会　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　宮の杜自治会　北宮野木自治会

犢橋中学校区（第４２地区）
犢橋町新田町内会　犢橋広尾町内会　千種町自治会　千
種団地町内会　千種台ハイツ自治会　犢橋町本郷第三町内
会　千種町住宅自治会

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　市営桜木町団地
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　貝塚北部自治会　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　都賀四丁
目自治会　原町内会　南都賀自治会　貝塚町東部自治会　
春日野台自治会　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　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　おゆみ野やまぼうし自治会
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　おゆみの道自治会　おゆ
み野の杜自治会　おゆみ野南２１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　さくら自治会　おゆみ野四季彩の杜自治会　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　生実県営住宅自治会　おゆ
み野中央６丁目きづきの森自治会

都地区（第４５地区）
都町町内会

朝日ヶ丘中学校区（第４６地区）
朝日ケ丘つくし自治会　稲毛スカイマンション自治会　稲毛ス
カイタウン自治会　稲毛プレシオ自治会　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２番街自治会　パティオス１１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

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　
黒砂北部自治会　黒砂台一丁目自治会　黒砂一丁目自治会

平山地区（第50地区）
平山町内会　平山町第一自治会　辺田町内会　鎌取町内
会　鎌取団地自治会　辺田町第二町内会



100円募金運動にご協力ありがとうございました。
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企業・各種団体等（敬称略）

物品賛助（敬称略）

揚羽流あけぼの会

石井開運㈱

植草学園大学附属高等学校

恵藤計器㈱

㈱小川土建

おはら笑楽会

㈲小原電気商会

（医）柏葉会（柏戸病院）

㈲カンダ事務機

㈱関東消防機材

空間情報サービス㈱

㈱京葉銀行

国際ソロプチミスト千葉

こてはし台太鼓同好会

ことぶき大学スマイル一座

寿太鼓

㈱ジェイコム千葉  千葉セントラル局

白旗くすの木會

スイス通信システム㈱

杉田建設興業㈱

㈱精美堂

（一社）生命保険協会

世界平和女性連合千葉県本部

㈱大栄建設

（福）千葉愛育会  院内保育園

千葉アロー㈱

千葉海運産業㈱

千葉神楽太鼓

千葉鹿児島県人会

㈱千葉教弘

㈱千葉銀行  本店営業部

（学）千葉経済学園

㈱千葉経済開発公社

千葉県学校生活（協組）

千葉県学校用品㈱

（一社）千葉県環境保全センター

（一財）千葉県教育会館維持財団

（一社）千葉県経営者協会

千葉県市町村職員共済組合

千葉県自動車販売店協会

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

㈱千葉興業銀行

千葉港振興協会

（公財）千葉市国際交流協会

千葉市再資源化事業（協組）

千葉市畜産協会

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　

　  千葉市青葉看護専門学校

（一社）千葉食品コンビナート協議会

㈱千葉ショッピングセンター

千葉倉庫㈱

千葉寺千瀧太鼓

千葉都市モノレール㈱

（公社）千葉東法人会

千葉ポートサービス㈱

中央水道㈱

東海海運㈱  千葉支店

㈱動物公園協力会

㈱東葉製作所

㈱西原屋

日本製粉㈱

日本企業投資㈱

（公社）日本舞踊協会千葉県支部  舞葉会

ノザキ建工㈱

林造園土木㈱

総浜太鼓保存会

平和防災㈱

㈲丸十トラック運送店

㈲丸萬 丸万寿司

美弥和

モデン工業㈱

㈱横芝緑化

㈱冷研エンジニアリング

和太鼓 白鳳

JFEスチール㈱東日本製鉄所

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

千葉北交通安全協会

（一社）千葉市園芸協会

（公社）千葉市観光協会

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

（公財）千葉市スポーツ協会

千葉市ＰＴＡ連絡協議会

千葉市貿易振興会

千葉市教職員組合

千葉市青年協議会

千葉中央ライオンズクラブ

千葉ロータリークラブ

中央区赤十字奉仕団

花見川区赤十字奉仕団

稲毛区赤十字奉仕団

若葉区赤十字奉仕団

緑区赤十字奉仕団

美浜区赤十字奉仕団

㈲カンダ事務機
㈱ジェイコム千葉  千葉セントラル局

㈱そごう・西武そごう千葉店
東京ガス㈱千葉支社

㈲三芳屋



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。

第80号

◆ 第４５回千葉の親子三代夏祭り【中止】
例年は、８月１６日から8月２２日の間の土曜日に前夜祭を、日曜日に本祭りを、中央公園及びその
周辺で開催しています。
一番の見どころは、２千人規模でまちを踊り歩く「親子三代千葉おどり」です。夕暮れから夜にかけ
て中心市街地に太鼓の音が鳴り響き、一列になって踊る様子は、千葉市の真夏の風物詩となって
います。

◆ 区民まつり事業への助成【中止】
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、区民まつり
に対して、実施に係る経費の一部を助成しています。

昭和４０年代に人口が急激に増加するなか、市民意識・ふる
さと意識の高揚が強く求められるようになりました。当時の
市長から方策について相談をされた千葉市を美しくする会
が市民祭りを提唱し、昭和５０年にプレ祭りが、昭和５１年に
千葉の親子三代夏祭りがスタートし、千葉市最大の祭りと
して現在まで続いています。

詳しい情報はホームページでご覧いただけます。 検 索千葉市を美しくする会
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（例年の様子）親子三代千葉おどり

昭和５０年　親子三代夏祭り（プレ祭り）

（例年の様子）子ども武者行列

（例年の様子）ダンボール甲冑づくり教室

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ることを目的と
しています。※令和２年度は全事業が中止となりました。

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ることを目的と
しています。※令和２年度は全事業が中止となりました。

◆ 千葉氏ダンボール甲冑づくり教室【中止】
千葉氏の歴史などを学びながらダンボール甲冑を
作成する教室を、小学生を対象に例年は７月から８月
頃に開催しています。
武者行列の様子や千葉常胤公の漫画等をスクリー
ンで紹介する講義を３０分行った後、２時間かけて保
護者や講師の先生とお話をしながら、楽しくダンボ
ール甲冑を作成しています。

花とみどりの部会

ま つ り 部 会ま つ り 部 会ま つ り 部 会

美しくする会

昔話
その3 ～親子３世代で楽しめる祭りを～




