９月号

10

21

10

65

受けた︒
○訂正とお詫び
﹁その五﹂当時の総人口百五人は百十五人
でした︒
○お礼 当時の日本橋女学館内に︑旧陸軍が設
置した深さ約百メートル︑汲み上げ用の櫓の
上に貯水槽を持つ井戸があり︑ 水浴びを楽し
んだと当時の女生徒から お話があった︒
︵史書編集委員会 小林︶

手の会﹁茶話会﹂ へのお誘い

受付番号

受付

日

月

国分地区﹁
ふれあいの集い﹂ご案内

25

特別出演 市川市消防局音楽隊
今年も恒例の﹁ふれあいの集い﹂が左記のと
おり開催されますのでふるってご参加下さい︒
申込みは下記申込み用紙にご記入の上︑自治会
館までお届けください︒
︻日 時︼平成 年 月 日︵日︶
午前 時〜午後 時
︻場 所︼市川市立国分小学校体育館
︻対象者︼国分地区内に在住︑ 才以上の方
︻申 込︼ 月 日︵金︶までに自治会館へ
︻主 催︼国分地区社会福祉協議会
︻後 援︼市川市社会福祉協議会
︻協 力︼国分地区自治会連合会その他
◎学校敷地内はすべて禁煙です
※各自スリッパをご持参下さい

16

平成27年度「ふれあいの集い」
10月25日（日）国分小学校

摘要

10 27

18

防災講習会開催のお知らせ

26

9

わかばサロン中国分

（ 区 班）

今年も恒例の防災講習会が開催されます︒
災害はいつ起こるかわかりません︒
被災した場合︑あわてず︑冷静な判断が
出来るようにする為︑日頃の心構えや基本
的な対処方法を知っておくことが大切です︒
是非︑あなたと家族を守るために知識を高
めておきましょう︒
①講演﹃日頃の防災対策﹄
︵市川市 危機管理地域防災課担当官︶
②ビデオ放映

平成 年 月 日︵土︶
時〜 時 分︵予定︶
西部公民館いこいの部屋

（ 区 班）

9

10

10

受付票

締切日９月1８日（金）まで

平成27年度 国分地区社会福祉協議会≪ふれあいの集い≫申込書

30

2

10 30

時︺
所︺

10

︹日
︹場

記録的な猛暑の夏もそろそろ終わり︑ホッと
している今日この頃ですが︑皆様方には︑お健
やかにお過ごしでしょうか︒
﹁手の会﹂第五十四回茶話会を左記のように開
きます︒今回は︑﹁ハーモニカの演奏﹂やお楽
しみなど︑いろいろと予定しております︒どう
ぞ︑初めての方︑お一人暮らしの方も︑お誘い
合わせて︑お出かけくださいませ︒
︹と き︺九月二十四日︵木︶
午後一時三十分〜三時三十分
︹ところ︺西部公民館一階﹁いこいの部屋﹂
︹参加費︺二○○円︵当日いただきます︶
︹受 付︺三十名︵年令不問︶付添可
︹申込み︺九月十五日︵火︶まで
左記の担当者へお申込みください︒
一〜五丁目 栗原 電話︵三七五︶三一六一
その他地区 倉橋 電話︵三七二︶五七二四
当日連絡先 ○九○︵四一三五︶四五五一
手の会 会長 小川静枝

様

歳 ８月 日
３丁目１区２班
歳 ８月 日
１丁目１区９班

歳 ８月 日
５丁目２区１班

線

き り と り

27

2

電話番号

住所（区・班）

男・女 年齢

名

自治会資源ゴミ回収は毎週水曜日

英俊

髙 井 誠二 様

延人数：１２人

午前８時までに指定場所へお出し下さい︒
資源ゴミは雨天でも回収されます︒
ゴミは市役所指定のゴミ袋で出して下さい︒

吉田

延時間：５時間５５分
松宮トシ子 様

回
数：６回
走行距離：７３㎞

12

毎月︑第３水曜日に行われている乳児を持つ
お母さんたちのおしゃべりの場﹃わかばサロン
中国分﹄では︑ 月に乳児を持つお母さんたち
連日の猛暑の中
を対象に﹃骨盤体操︵ストレッチ︶﹄を計画致
中国分﹃夏祭り・盆踊り大会﹄ しました︒詳細は︑ 月号自治会だより
は大盛況！ 参加ご希望の方は︑自治会︵３７３・５７１１︶
までご連絡ください︒
今年の夏祭りは︑ 月 日
日時： 月 日︵水︶
時 分
日の両日︑例年の通り中
場所：自治会館２階
先着 名まで
国分小学校校庭にて開催さ
なお︑９月のわかばサロンは︑
れました︒初日は︑中国分
９月 日︵水︶です︒
小学校吹奏楽部による演奏
と︑フラダンス︑その後は
中国分歴史探訪︵その六︶
恒例の盆踊りとなりました︒
２日目は︑幼児︑児童によ
中国分街の生い立ち︵その五︶
戦後間もなくの頃︑射撃場跡地には旧軍隊が
る︑お楽しみ太鼓があり︑
用いた銃の空薬莢や弾丸が地中に数多く残され
フィナーレの盆踊りは︑大
ていた︒これを回収するために専門の鉄くず回
いに盛り上がりました︒
収業者が当地を訪れていた︒開拓地には︑砲車
子供向けの綿飴︑お菓子
の残骸が点在しており︑例の逞しき子たちがこ
のサービスや福引抽選会も
の砲車から鉄片を集めて業者に買って貰い小遣
大人気でした︒模擬店その他のコーナーも大盛
い銭を稼いでいたという︒また︑中国分に隣接
況で︑猛暑を吹き飛ばし︑中国分が一つになっ
した国分地域には︑高射砲の砲台跡が地中深く
たお祭りでした︒
構築されており︑現在も残されている︒
今年は特にロシアとカザフスタンからの短期
橋本氏︑三上氏によれば︑現在の三・五丁目
留学生約 名がハッピを纏って踊りの輪に入り︑
あたりにコンクリート製の滑走路があったが︑
日本の祭りを楽しんでくれました︒良い思い出
飛行機が飛んだことは一度も目撃していなかっ
と国際交流の一場面ともなりました︒
たと語っている︒
また︑終戦前には飛行機が飛んでいるところを
﹃
夏祭り・
盆踊り大会﹄
の御礼
目撃したとの証言があるという︒
滑走路に関する記録は残されているが︑実際
に︑何の目的で滑走路が存在したのか検証する
必要がある︒
この子たちが通った東台保育園は︑昭和四十六
年三月三十一日まで続き︑市川市立中国分保育
園と合併するため閉鎖された︒この間の二十五
年間に五百名から六百名の幼児が保育の恩恵を

青色パトロール

10

8

E-mail:nakakokujitikai@icnet.ne.jp
中国分自治会 会員数2,377世帯 7月末日

自治会だより
毎月月初２６００部発行
昭和４４年創刊

5丁目

巣：1件

空

2

19

20

今年の﹁夏祭り・盆踊り大会﹂では記録的な
猛暑にも係わらず︑市長はじめ国会議員・県議・
市議・市幹部と大勢の方々にもお越し戴きまし
た︒又︑近隣︑関係団体の方々や多数の自治会︑
関係者の方々もお見えになりました︒ お蔭さ
まで本年も盛大に開催することが出来︑ここに
関係者一同︑心より感謝申し上げます︒

部品狙い：1件 1丁目
侵入未遂：1件 5丁目

15

氏

受付NO.

犯罪状況

85

95

101

（７月２１日〜８月２０日）

報
訃

3
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