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中国分の会員の皆様
﹁国分地区社会福祉協議会﹂を
ご存じですか
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西部公民館文化祭
︻日時︼ 月 日︵土︶
時〜 時
月 日︵日︶
時〜 時半
︻場所︼西部公民館
※伝統的な菊華の展示のほか様々な
作 品展示︑ 演芸︑演 奏等々そ の他︑
軽食喫茶などの用意もあります︒

をお招き ︵参加無 料︶して 開催して おり
ます︒
今 年も 月 日 に 開 催 し 約 ４ ０ ０ 名 の 方
が出席さ れて出演 者自慢の 踊り︑歌 など
をお楽しみいただきました︒

餌やり自粛のお願い

糞の環境 破壊や池 の水の汚 れのもと にな
りますので︑じゅんさい池の犬・猫・鴨・
鯉への餌やりを自粛して下さい︒
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10

手の会﹁茶話会﹂へのお誘い

10

秋まつり

16

︻開催日︼ 月 日︵土︶
︻時 間︼ 時から 時 分まで
︻場 所︼中国分小学校
︻主 催︼中国分小コミュニティー
サポート委員会
※フリーマーケット︑模擬店など
楽しいイベント盛り沢山です︒

様

様

歳
月 日
４丁目２区 班
歳
月 日
５丁目２区３班
月 日
３丁目４区４班
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歳
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化研病院の無料送迎バス運行

新
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堯己様
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回 数：６回
走行距離：８２KM
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﹁手の会 ﹂第五十 二回茶話 会を左記 のよ
うに開きます︒
今回は ︑大学落 語研究会 の学生さ んに
よる落語を楽しんでいただき︑皆さんで︑
おしゃべりも楽しみましょう︒
初めて の方︑お 一人暮ら しの方も ︑ど
うぞご参加くださいませ︒
︹と き︺十一月二十七日︵木︶
午後一時三十分〜三時三十分
︹ところ︺西部公民館 いこいの間
︹参加費︺二〇〇円︵当日いただきます︶
︹受 付︺三十名︵年令不問︶付添可
︹申込み︺十一月十七日︵月︶まで
左記の担当者へお申込みください︒
栗原
電話 ︵三七五︶三一六一
当日連絡先
電話 〇九〇︱四一三五︱四五五一
手の会 責任者 小川静枝

片岡

串田

椎名

今月はありませんでした
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月より中国分の患 者さん用に化 研病院
への無 料送迎バ スが運行 される旨 の案内
が有りましたのでお知らせします︒
１︑午前︵病院行︶曽谷発 時 分
︵Ａ︶地点・中国分自治会館前
時 分
︵Ｂ︶ 地点・中 国分 丁 目井上駐 車場
時 分
２︑午後・病院発︵中国分方面行︶
時 分
︵Ｂ︶ 地点・中 国分 丁 目井上駐 車場着
時 分
︵Ａ︶ 地点・中 国分自治 会館前着
時 分
詳細は化研病院・総務人事課
︵０４７・３７５・１１１１︶まで
お尋ね下さい
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青色パトロール
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㈲渡辺工務店﹁建忠会﹂様より
ご寄附

4

﹁市 川市社会 福祉協議 会﹂傘下 の国分地
区の この協議 会は︑西 部公民館 内の﹁い
こい の間﹂の 前に活動 拠点があ ります︒
﹁地 域ケア国 分﹂です ︒
電話：０４７・３７３・８３４７
１︑火曜 日〜金曜日︑午前 時 〜午後
時まで 担当者︵ 主に民生 委員・福
祉委員︶が詰めています︒
２︑貸出品︵無料︶
車イスの貸し出し
ご家族での外出時などにも便利です︒
また︑小 まわりが きくので 家の中で
も重宝し ておりま すとの声 も寄せら
れています︒
補聴器の貸し出し
勉強会で 講師の声 ︑テレビ の声が良
く聞こえて助かってますとの声
３︑ 介護用品 の紹介︵ 実物は公 民館の文
化祭でも展示します︶
４︑ 日常生活 の相談・ 支援︵市 川市社協
への紹介︶
５︑ 地区内各 所での﹁ てるぼサ ロン﹂
︵ 高齢者向 け︑小さ なお子様 がおられ
る若いお母さん方向け︾の運営
６︑ 中国分内 には︑丁 目毎に 名︵ 丁
目は 名 ︶の民生 委員の方 がおりま
すので︑ 相談ごと は直接連 絡して頂
いて結構です︒
民生委員 の方々の 連絡先を 再度掲載
します︒
１丁目担当 遠山和子様
電話： ３７３・ ０４３５
２丁目担当 橋本秀夫様
電話： ３７２・ ７７５５
３丁目担当 田邊永子様
電話：３７４・１１３５
４丁目担当 片岡洋子様
電話：３７２・７２４５
５丁目︱１〜
早野淑子様
電話： ３７２・ ７６５１
５丁目︱ 〜
城田悦子様
電話：３７２・７０６５
国分地区 社協では︑毎年 月中 旬に﹁ふ
れあいの 集い﹂を地区内 歳以 上の方々
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平成 年度 国分地区自治会連合会
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自主防災訓練のご案内

11

大地震な どの災害 はいつ起 こるかわ か
りません︒ また︑い つ起きて もおかし く
ないともい われてい ます︒大 規模な災 害
になればな るほど地 域住民に よる助け 合
いが重要に なること は︑皆様 もご存知 の
ことと思い ますが︑ 万一に備 え︑今で き
ることを再確認しておくことが大切です︒
私たち国分地区の自主防災訓練は ︑訓
練当日の午 前 時０ ０分に大 地震が発 生
したと想定 し︑避難 訓練を中 心とした 内
容で実施し ︑住民同 士が協力 し﹁混乱 を
いかに統制 するか﹂ ﹁自治会 毎に住民 を
まとめるこ とができ るか﹂な どを検証 し
ます︒
また︑訓練当日は︑地震体験︑煙 体験
のほか応急 救護とい った基本 的な訓練 も
実施いたしますので︑ぜひご参加下さい︒

12
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今年も 包丁研ぎ やガレー ジセール を実施
され︑ 売上金五 三︑七四 一円を中 国分自
治会宛 ご寄附頂 きました ︒ここに 感謝申
し上げると共に皆様にご報告致します︒

犯罪状況
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延べ時間：６時間５５分
延べ人数：１２人

70

（９月２１日〜１０月２０日）
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訃

25

39

11

26

◎訓練日：平成 年 月 日︵日︶
午前 時〜 時
︵受付：午前 時 分から 時 分まで︶
避難者カード記入
※小雨決行︵体育館︶上履き持参
※雨天等による中止の判断は当日
午前７時に決定して連絡します︒
◎訓練会場：市川市立中国分小学校
︵一時避難場所︶
☆持ち物：なるべく大きいレジ袋︑１枚
︵縦６５ ｃｍ︑横 ３０ｃｍ 程
度のもの︶
上履き・上履きを入れる袋︵雨天時のみ︶
☆煙中脱出訓練の参加希望者は︑タオル・
ハンカチを持参してください︒
○応急救護訓練
※ＡＥＤの取扱い
※日用品を用いた応急救護法の説明
○煙中脱出訓練
○消火器訓練
○地震体験訓練
○消防団総合訓練︵放水訓練︶
○小学校区防災拠点の説明
︵危機管理防災課︶
○避難所開設説明
○レジ袋︵各自持参︶の取扱い説明
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