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新年のごあいさつ

Ｄ型への転換を昨年は 灯実施しました︒
本年も引 き続き転 換を推進 しますが ︑従
来型と比 べより高 価格につ き効率的 に転
換を図りたいと考えます︒

︵橋本秀夫 福祉厚生文化担当︶
こ の 度 ︑ ６ 年 ぶ りに 自 治 会 役
員 に 戻 り ま し た ︒ 以前 ︑ 服 部 副
会長と行 った夜間 防犯灯︵ 街灯︶調 節や
４丁目で 不要にな った重い 掲示板を 自治
会館まで 何回も休 みながら 運んだこ とな
どが昨日のことのように思い出されます︒
その服 部さんは ︑ますま す元気に 活躍
されてい ます︒私 もまだま だ︑お役 に立
てると頑 張る所存 でござい ます︒ど うか
よろしくお願いいたします︒
ますま す明るく 綺麗にな った︑街 並み
を守り︑中国分の発展に寄与
いたしたいと思っております︒

相談役 吉岡 健

会計 髙橋 柳
︵写真 上︶
会計 馬場浩子
︵写真 下︶

歳
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１丁目３区８班
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監事 安達栄二︵写真無︶
小林 博

弘子様

犯罪状況

事務 岡本友美
︵写真 上︶
篠嵜和美
︵写真 下︶

粉川

なし
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（11月21日〜12月20日）
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︵栗原 晃 掲示板・
防犯灯担当︶
①掲示板 昨年は管内 基中老
朽化 した３基 の更新と １基の移 転更新を
実施 しました ︒本年も 引き続き 維持管理
に万全を期したいと考えます︒
②防犯灯 従来の ワット型と 比べより
省エネ・ 高輝度・長寿命の ワ ットＬＥ
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︵服部 旭 自治会だより
よろしくお願いします︒
広報 委員 長︶
清潔な町は犯罪の無い街に通じるのです︒
日常 生活 に関 係し た記 事を
出来 るだ け探 求し 親し み易 い文
︵埜中正夫 防犯・防災・防火・
章表現を心掛けます︒
交通安全担当︶
何より も皆様に 読んで頂 けること が第一
年度 月ま で 左記 の 行事 を 開
です︒
催しました︒
そし て︑多少 なりとも ︑﹁これ は便利
①青色防犯パトロール講習会
だ﹂と思っていただければ幸せです︒
︵７月︶︵西部公民館・研修室︶
又︑改 善の為の ご意見等 があれば ︑どん
②防災講習会︵９月︶
なことでも構いません︒
︵西部公民館・いこいの間︶
私に聞 かせて下 さい︒精 一杯の努 力を致
③国分地区自治会連合会防災訓練
します︒
︵ 月︶︵中国分小学校・校庭︶
︵石崎友三
④交通安 全講話会 防犯講習会︵ 月︶
渉外・会員名簿管理担当︶
︵西部公民館・いこいの間︶
会員名簿発行について
区 長・班長 ︑一年間 の任期で すので地
昨年︑平成二十六年版会員名
元︑ 中国分開 催の講習 会・防犯 訓練に積
簿を発 行しまし た︒この 会員名簿 により
極的 に参加を して頂き 参考にな ったと思
会員相 互の親睦 と交流に 役立て活 用して
います︒
ください︒
会員名簿管理
︵斎藤和子 総務・備品管理担当︶
平素より区長︑班長と連絡を密にして︑
自治会 活動の運 営︵執行 部会︑
自治会 への転入 転出︑世 帯主の変 更︑各
定例役員会︑定期総会︑梅まつ
班の月 別世帯数 を正確に 把握して 管理致
り︑年度末の新区長・新班長説
します︒
明会︑役員研修会など︶にあた
尚︑ この地域 にお住い の未加入 の方の
り活 動記録や 資料作成 ︑準備︑ 進行︑各
自治会への加入を促進します︒
事業 担当副会 長の補助 業務を行 っており
何時 災害が発 生するか なかなか 予測不
ます︒
可能で す︒この 地域で災 害が発生 した場
赤ち ゃんを持 つお母さ んたちの 交流の場
合ご近 所と親し いお付き 合いがあ れば連
とし て発足し た﹃わか ばサロン 中国分﹄
絡︑所 在確認が 容易にな り助け合 って被
も今 年一月で ︑一周年 を迎えま す︒ 昨
害が最小に防げます︒
秋︑ 赤ちゃん 用の体重 計を購入 して︑赤
常にご 近所との お付き合 いを大切 にしま
ちゃ んの体重 を量るこ ともでき るように
しょう︒
なり ました︒ 中国分 近隣のマ マ友の輪
が更 に広がる ことを願 っており ます︒赤
ちゃ んを連れ て気軽に おしゃべ りをしに
いら っしゃい ませんか ？毎月第 三水曜日
午前 十時三十 分より自 治会館２ 階でお待
ちしております︒
︵三上雅毅 道路・環境衛生・
リ サ イク ル 担当 ︶
資源 ゴミを増 やそう︑ 月・水・ 金曜日
は可燃 ゴミの日 ですね︒ その日の 袋の中
身から資源ゴミを分類しましょう︒
それは︑折り込みチラシ・ダイレクトメー
ル・包 み紙・チ ラシ・封 筒・ノー ト・折
り紙・ カレンダ ーなど雑 紙を紙袋 などに
入れて 水曜日の 資源ゴミ ︵黄色と 青色の
カゴ又 は資源ご みの箱の 脇︶に出 して下
さい︒可燃ごみの袋の中身がその分減り︑
そして ︑資源ゴ ミが増え て自治会 への報
奨金も増えるのです︒
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回 数：10回
走行距離：131KM
延べ時間：10時間20分
延べ人数：20人

79

青色パトロール

訃報

中 国分 自治 会 の会 員の 皆 さ ま
新年 明け まし て おめ でと う ご ざ
いま す︒ 旧年 中 は自 治会 へ の ご
支援︑ご協 力誠にあ りがとう ございま し
た︒本年も 引き続き よろしく お願い申 し
上げます︒
昨年の主 たる自治 会活動は ︑年次事 業
計画に従い 着実に実 行してお ります︒ 二
十六年度の 残る大き な地域コ ミュニケ ー
ション活動は︑三月八日︵日︶開催の
﹁じゅんさ い池緑地 の梅まつ り﹂でご ざ
います︒
梅の香︑ 漂う梅林 の下︑女 子高校生 に
よる華やか な振袖姿 での野点 ︑毎年大 変
な人気でございます︒また︑池の畔では︑
市川市消防 局音楽隊 によるス テージ上 で
の吹奏楽の 演奏︑悠 竹会の和 太鼓など 沢
山のイベン トで︑毎 年園内は 市内外か ら
の多数の来 園者で大 盛況です ︒このよ う
な大きな祭 を開催出 来ること は中国分 の
大きな誇りの一つでもございます
さて︑中 国分は︑ みどり多 き清潔な 静
かなまち︑ 防犯活動 も会員さ まの大き な
協力と支援 で活発に 行われて おり︑防 犯
灯︵街灯︶ は夜道を 明るく照 らし安心 ・
安全なまちの構成要件ともなっています︒
じゅんさい 池は散歩 ︑小さい お子さま の
遊び場︑四 季折々に 変化する 木々を眺 め
ての休息︑ 何と素晴 らしく自 慢できる 地
域・場所と胸を張ることが出来ます︒
これらは 全て魅力 あるまち への条件 ︑
即ち﹁住み たいまち ﹂﹁住ん でて良か っ
たまち﹂へ と繋がっ ていきま す︒魅力 あ
るまちに人 は住み続 ける︒ま たこの地 の
住民へと他 地域から 来られる 方も多く 数
えることに なり︑よ りまちの 発展につ な
がるものと期待しております︒
中国分を 皆さまと 一緒によ り一層魅 力
あるまちに作り上げていきましょう︒
平成二十七年元旦
中国分自治会会長
人 見 孝 男
市川市自治会連合協議会副会長
国分地区自治会連合会 会 長
国分地区社会福祉協議会会長他
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