５月号

第
時

分より

日︵日︶

回定期総会開催のご案内

午後

︻日時︼５月

新生児誕生

４月届出数 ５名
おめでとう
ございます

中国分自治会 会員世帯数
２︐３７４世帯 ３月末日

中国分自治会特別会員数
社
３月末日

日︵水︶収集お休み
日︵水︶収集あります

昭和の日
振替休日

自治会による資源収集について

４月
月

平成 年 月 日〜 月 日の
資源 ゴミ 回収金 額は６ ０６ ００円 でした ︒

※自治会資源回収日は毎週水曜日です︒
※午前８時までに指定場所へお出し下さい︒

小川

吉 男様

峯 子様

歳 ３月
日
５ 丁目７ 区２ 班

5丁目
5丁目

︻場所︼中国分小学校体育館
︻出席者︼
○﹃新 班長﹄ 代議 員とし て出席 する者
は 各班よ り一名 ︵原則新 班長︶ とし︑
氏 名等を 記入の上 ︑区長を 通じ４ 月
日 ︵金︶ までに 自治会館 に提出 されて
お ります ︒又︑ 議決権を 有する 代議員
は 原則︑ 記名者 本人とし ますが ︑同一
家 族の代 理出席 でも差支 えない ものと
します︒
○﹃区長 ﹄ 平 成 年度担当 と 年度担
当の区長︒
※代議 員欠席 の場合 は委任 状を提 出して
下さい︒
※出席 者はス リッパ ︑筆記 用具︑ 履物入
れ ︑総会 資料︵ 事前にお 届けし ます︶
を御持参ください︒
※傍聴 参加は 自由で す︒お 気軽に ご参加
下さい︒
諸 搬の事 情によ り総会開 催の日 程が変
更となりました

房 総富浦 ロイヤル ホテル ﹂に向 かい︑ こ
︹受 付︺ 三十名︵年齢不問︶付添可
の ホテル の﹁オー シャン ビュー のレス ト
︹申込み︺左記 の担当者へご連 絡下さい︒
ラ ン﹂で ﹁豪華な 和食﹂ を頂き ながら の
一〜五 丁目 栗原︵ 三七五 ︶三一 六一
昼食 のひとときをお 過ごしいただき ます︒
その他地区 倉橋︵三七二︶五七二四
目 の前の 海︑東京 湾の先 には当 日の天 候
当日の連絡先
に もより ますが︑ 雄大な 富士山 が眺め ら
〇九〇︵四一三五︶四五五一
れ ︑まさ に絶景を 堪能し て頂き ます︒ 昼
手の会責任者 小川 静枝
食 後バス は︑館山 方面へ 向い﹁ 渚の駅 ・
海 の博物 館﹂で休 憩とお 買い物 ︑次に ︑
中
国分自治会中国分歴史探訪︵その三︶
﹁ ひまわ り摘み﹂ ︑途中 ︑休憩 を兼ね て
中国分街の生い立ち︵その二︶
館 山の﹁ 道楽園﹂ で新鮮 な海産 物の見 学
や ショッ ピングと 盛りだ くさん の楽し い
当時 の東台︵ 現在の 中国分 ︶は︑ 中央
一日を予定しております︒
部約五 十町歩が 平坦地 で小柴 状の原 野を
ま た︑他 地域から のお友 達もご 一緒で き
呈し︑ その他の 約二十 町歩に は︑松 の大
ま す︒参 加費など 詳細は ︑自治 会だよ り
樹が林 状に茂っ ていた ︒昭和 二十一 年の
六月号でご案内致します︒お楽しみに！
初めに は︑薪炭 材の増 産のた めに︑ 市川
市薪炭組合が伐 採したと記録さ れている︒
入植 者は︑農 業の未 経験者 が多く ︑年
西部公民館主催講座
齢は四 十五歳を 頭に若 者が多 かった が︑
この地 は︑国府 台駐屯 の砲車 旅団の 練習
﹁発掘の魅力﹂
講師 考古博物館 松本太郎学芸員
場でも あったの で︑地 表十数 センチ が非
発 掘にま つわるロ マン溢 れる話 や裏話 を
常に硬 く盤状を 呈して おり︑ 開拓当 初︑
聞いてみませんか
鋤鍬円 匙などに よる手 掘共同 作業か ら始
まり︑ 若干の機 械導入 があっ たが︑ 困難
を極めたと言われている︒
第１回 平成 年５月 日 木曜日
午後２時〜午後３時３０分
当初︑ ﹁帰農協 同組合 ﹂と呼 ばれて いた
第２回 平成 年５月 日 木曜日
組織が あったが ︑昭和 二十一 年七月 ︑開
午後２時〜午後３時３０分
拓団の 組織化の 機運が 高まる と︑﹁ 東台
農業実 行組合﹂ が組織 され︑ 昭和二 十三
申込み 西部公民館事務所まで
年八月 ︑﹁農業 法人東 台開拓 農業協 同組
０４７・３７３・８１７５
合﹂へ と発展し ていっ た︒こ の組合 を組
織した 入植者が 現在の 中国分 街の礎 を築
いた人々である︒
手の会 ﹁茶話会﹂のお誘い
︵東台開拓三十年誌・千葉県戦後開拓史・
さ わやかな新緑の 季節をむかえま した︒
市川 市国府台 軍都か ら学術 文化都 市へ
の生活 空間の変 容・中 国分自 治会創 立三
皆 様方も ︑お健や かにお 過ごし でしょ う
か ︒﹁手 の会﹂第 五十三 回茶話 会を左 記
十周年 記念自治 会誌稿 より引 用︶
の ように 開きます ︒今回 も﹁ヴ ァイオ リ
ン の演奏 ﹂やお楽 しみな ど︑い ろいろ な
︵史書編集委員会 小林︶
ことを予定しております︒
どうぞ ︑初めて の方︑ お一人 暮しの 方
も︑ お誘い合わせて お出かけ下さい ませ︒

堀

車上狙い：１件
部品狙い：１件

概要
会長及び
各担当副会長の 年度事業報告
年度事業計画︵案︶
年度決算報告
年度予算︵案︶

平成 年度 中国分自治会
﹁会員日帰りバス旅行﹂の予定について

南房総方面

宣 生様

2丁目
4丁目

歳 ４ 月４ 日
３ 丁目３ 区６ 班

23

17

今年のバス旅行は︑
﹁ゆっくりとおいしいお食事を
お友達と ご一緒 に﹂を
キャ ッチフ レーズ に左記の 企画を 検討し
ております︒
日 時

７ 月６ 日︵月︶ または
７ 月 日︵月︶

5

海保

窃盗：
１件
器物損壊：１件

歳 ４月
日
１ 丁目３ 区５ 班

19

目的地

3

延べ人数：18人

14

︹と き︺ 五月二十六日︵火︶
午後一時三十分〜三時三十分
︹ところ︺ 西部公民館一階
﹁いこいの間﹂
︹参加費︺ 二百円︵当日いただきます︶

4

走行距離：117KM
延べ時間：9時間5分

28

6 29

27

青色パトロール

27

13

3

数：９回

回

27

地 元中国 分を大 型バスで 出発し ︑﹁南

25

犯罪状況

95

81

73

（３月２１日〜４月２０日）

27

30

26

26

13

報

訃

1 10

47
27

27 26 27
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