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年末のご挨拶

赤い羽根募金ご協力の御礼

本年 も赤 い羽 根共 同募 金に 多大 なご 協
力を頂き有難うございました
ここに厚く御礼申し上げます。

年度（１６３７口）５６７，０１０円
年度（１６７９口）５８３，４８９円

お知らせ

①年末年始の自治会館休館日
月 日（水）～１月４日（木）
②市川市のゴミ収集は
月 日～ 月３日お休みです。
③自治会の資源物回収、 月 日は
お休みです。
月 日（水） 月 日（水）は
通常通り回収します。
④ヤオコー年末年始の営業時間
月 日まで平常営業
１月１日（月）店休日
１月２日（火）午前９時～午後８時
１月３日（水）午前９時～午後８時
１月４日（木）平常営業
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平成 年度 中国分小学校区内
自治会合同防災訓練を
来年３月実施

平成 年 度最 後の 防災 訓練 となり ます
自 治会 合同訓 練が 来年 ３月 日（日 ）に
行われます。
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 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 が極め
て大切です。
今 回は、 弾道ミ
サイ ルが日 本に落
下す る可能 性があ
る場 合に国 からの
緊急 情報を 瞬時に
伝え る「Ｊ アラー
ト」 の試験 を行い
ます 。また 、地震
体験 、応急 救護と
いっ た基本 的な訓
練も 実施い たしま
すので、ぜひご参加ください。
【訓練日】平成 年３月 日（日）
【会 場】中国分小学校
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延べ人数：８人
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走行距離：５６Kｍ
延べ時間：４時間３０分

高齢者ドライバー向け
先進安全自動車ＡＳＶ無料体験
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国府 台自 動車 学校と ＪＡ Ｆ日 本自 動車
連 盟は 交通 安全 意識の 普及 や啓 発、 交通
事 故の 防止 を図 るため 、市 川警 察署 のご
協 力で 、高 齢者 のドラ イバ ーの 皆様 に今
後の運転に対するご提案をいたします。
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青色パトロール
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【日時】平成 年 月４日（月）
時～ 時（雨天決行）
【会場】国府台自動車学校
（中国分３ー ー１）
【募 集人数 】 人 （人 数に 達し次 第、
締め切らせていただきます。
【お申込み先】国府台自動車学校
（３７２・７３１１）
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５８ 灯を 設置す るこ とがで き、 夜道 で
も安 心な 町とし て広 く認識 して 頂け る
ようになりました。
ま た、 町内で 週一 度、徒 歩や 自治 会
車により行っています青色防犯パトロー
ルの 活動 は、毎 年の ように 市川 警察 署
より 感謝 状を頂 いて おりま す。 町内 の
皆様 計六 十～七 十名 にご支 援頂 き、 厚
く感謝申し上げます。
自 治会 では、 役員 一同、 益々 発展 す
る中 国分 を目指 し、 努力を 重ね て参 り
ます。
皆 様に とりま して 新年も 良い 年に な
りま すよ うお祈 り申 し上げ 、年 末の ご
挨拶と致します。
平成二十九年十二月吉日
中国分自治会役員一同
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中 国分 自治会 会員 の皆 様には 益々 ご
清祥のこととお慶び申し上げます。
平 成二 十九年 も残 すと ころ一 カ月 に
なり まし たが、 自治 会の 今年度 事業 計
画は 予定 通り進 んで おり ます。 活動 に
対し まし て、会 員の 皆様 のご支 援、 ご
協力 によ るもの と厚 く感 謝御礼 申し 上
げます。
特 に本 年は町 内の 宅地 開発が 進み 、
中国 分の 緑多い 、清 潔な 、そし て静 か
な環 境に 魅せら れ、 移転 されて 来ら れ
る方 々が 多く見 られ ます 。以前 より お
住ま いの 会員相 互協 力に より、 町内 の
防犯 灯（ 街灯） はこ の十 月末現 在、 ８
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防犯・交通安全講演会を開催
11

国分地区社会福祉協議会よりのお詫び
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去 る 月 日 （土 ）、西 部公 民館 にお
いて 、市 川警 察署 の担 当官 を迎 え、 講演
会を開催しました。
生 活安 全課 の担 当者 によ ると 、市 川署
管内 での 電話 によ る詐 欺が 急増 。昨 年
年間 で 件、 今年は 月末 で早く も 件
と多 発し てい るそ うで す。 「キ ャッ シュ
カー ド預 かり ます 」な ど、 いろ いろ な手
口が 使わ れて いま す。 電話 詐欺 予防 には
留守 電に する のが 良い そう です 。皆 様も
くれぐれもご注意ください。
ま た、交 通課
の担 当者は 「自
転車 は夕方 には
早め にライ トを
点け て、歩 行者
や自 動車、 他の
自転 車から 確認
でき るよう にし
てく ださい 。ス
ピー ドの出 しす
ぎは 事故の 原因
です 。ご注 意く
ださ い」と 自転
車の 無謀な 運転
への 注意を 喚起
しました。
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（10月21日～11月20日）
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衆院選で延期の
「ふれあいの集い」開催
今 年の 「ふれ あい の集 い」 は、 先の 衆
院選の ため 延期 となり 、 月 日（日 ）
に開 催さ れまし た。 少し 肌寒 い日 でし た
が、各 自治会の 役員、 福祉委 員、出 演者、
東国 分中 の生徒 さん ら一 般参 加者 を含 め
総勢約４００名が参加しました。
午 前十 時、市 川市 消防 局音 楽隊 のフ ァ
ンフ ァー レで開 幕。 髙橋 文夫 消防 局長 に
音楽 隊の 紹介と ご挨 拶を いた だき 、そ の
後、しばし音楽隊の演奏に浸りました。
次の 式典では 、主催 者側の 挨拶に 続き、
ご来 賓の 方々の ご挨 拶を いた だい た後 、
演芸会に進みました。
演芸会 では、毎年
出演され る方々が、
本年も新 たな歌や踊
りなどで 皆様を楽し
ませてく ださいまし
た。高齢 者サポート
センター 国分の健康
体操、手 話を交えた
「ふるさ と」の歌を
会場内の全員で合唱。
和やかな 時を過ごし
ました。
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E-mail:nakakokujitika i@jcom.za q.ne .jp
開館時間：平日午前10時～午後3時まで

自治会だより
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