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ステム」の「 Ｊアラート」の 録音をお聞き 頂
平成 年 中国分自治会
きたいと思っております。
新年の会長ご挨拶
中 国 分自 治 会 会員 の みな
本年も自治 会は、会員の皆 様が住み良い 、
さま 、 新年 明 け まし て おめ
住んで良かっ た中国分を目指 し役員一同努 力
でと う ござ い ま す。 希 望に
して参ります 。皆様のご支援 を心よりお願 い
満ち た 素晴 ら し い年 明 けを
し申し上げ、ご挨拶といたします。
お迎 え にな ら れ たこ と と拝
平成三十年元旦
察し 、 心よ り お 慶び を 申し
中国分自治会
上げます。
会長 人見 孝男
例年、新 年のご挨拶時 には自治会の年 度事
市川市自治会連合協議会副会長
業計画の進 捗状況などを ご報告しており ます。
市川市明るい選挙協議会会長
本年度も昨 年末現在、順 調に推移してお りま
国分地区自治会連合会会長
す。一件重 要な案件であ ります「防災訓 練」
国分地区社会福祉協議会会長他
だけは、防 災機器材の手 配と訓練会場と なる
グランドの 都合が一致せ ず延び延びにな って
１丁 目担当 副会長 石崎 友三
おりました。
２丁 目担当 副会長 三上 雅毅
市川市の 防災担当課と の協議の結果、 来る
３丁 目担当 副会長 中川 清美
三月二十五 日（日）に「 国分地区自治会 連合
４丁 目担当 副会長 埜中 正夫
会主催」と して中国分小 学校の校庭にて 懸案
副会長 栗原 晃
の「防災訓 練」を開催す ることが決定致 しま
副会長 門田 直人
した。災害 は何時来るか はわかりません 。や
会 計 橋本 秀夫
はり日頃の 訓練が重要で す。多数の方々 の参
会 計 奥野 武雄
加をお待ち致しております。
監 事 吉岡 健
詳細は、 別途ご案内し ております。今 回は
監 事 小林 博
特に北朝鮮 を意識してい る訳ではありま せん
事 務 岡本 友美
が、日本国 政府が発信す る「全国瞬時警 報シ
事 務 飛知和晴美

日開催

平成

年度防災訓練のお知らせ

上田医院

診察や在宅、介護まで安心です

▽特別会員ご紹介
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「国分地区自治会連合会」主催
市川市危機管理室支援

【日時】平成 年３月 日（日）
【開始時間】午前９時 分より
時 分（予定）
【会場】中国分小学校グランド
【訓練種目】Ｊアラートについて
全国瞬時警報システム（録音）
警報発信は政府扱いのため市では
発信出来ません
資機材取り扱い訓練
（ＢＯＸトイレ組立）
応急救護訓練（ＡＥＤの取り扱い）
煙中脱出訓練
消火器訓練
地震体験訓練など
本 年度最 後の 防災 訓練 です。 いざ
とい う時の ため 訓練 に参 加しま しょ
う。

中国 分自 治会 特別会 員第 一号 の医 療法
人 社団 ・八 心会 の上田 医院 は、 付属 施設
と して 「我 が家 中国分 」「 デイ サー ビス
すみれ」があります。
「デ イサ ービ スすみ れ」 は、 上田 医院
と 連携 を取 りな がら、 ご高 齢者 お一 人お
一 人の 生活 スタ イルを 尊重 し、 温か く見
守 る介 護を 目指 してい るそ うで す。 １日
最大 人まで対応でき、お泊まりデイサー
ビ スや 入浴 サー ビスも ある とか 。施 設長
の 奥山 さん は「 季節の ごは ん作 りや 洗濯
な どの 家事 をレ クリエ ーシ ョン 化し た形
で ご高 齢者 の自 立のお 手伝 いを して いま
す」と話しています。
上田 聡院 長も 「通院 でき る時 の関 係だ
け では なく 、地 域に根 付い た医 療を 目指
したい」と話されていました。
【所在地】デイサービスすみれ
中国分２―５―３
☎７０２―７２４０
我が家中国分
中国分３― ―８
☎３７２―１１６５
中国分２― ―６
☎３７２―１１４１

上田医院
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東京外かく環状道路（外環道）
市川エリア開通延期

東日本高速道路株式会社関東支社
千葉工事事務所発表

同 事務 所によ りま すと 、三 郷南Ｉ Ｃ～
東関 東自 動車道 ・高 谷Ｊ ＣＴ が２０ １８
年６ 月ま でに開 通予 定と 変更 になり まし
た。
開通 は今 まで 年 予定で した が、 年
月 日（水 ）現 在、京 葉Ｊ ＣＴ をまた
ぐ一 般部 の稲荷 木橋 の工 事が 遅れて いる
ため 、開 通延期 の発 表が なさ れたと のこ
とです。

犯罪状況

17

市川市の家庭ごみ・資源物の収集

延べ時間：５時間40分
延べ人数：10人

12

年末年始休みは、 月 日（日）
から１月３日（水）まで。

回
数：５回
走行距離：72Kｍ

梅まつり２月

25

30
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自治会の資源物の回収

（11月21日～12月20日）
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月 日 （水 ）と１ 月 日 （水 ）
は通常通り回収します。
１月３日（水）はお休みです

青色パトロール

11

1件

3丁目

空巣
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10

名のジャズバンドが登場
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総勢

【日時】平成 年２月 日（日）
午前９時～午後２時（小雨決行）
【会場】じゅん菜池緑地
【主 催】 第 回梅 まつ り実 行委員 会
（ 中国 分自 治会 、中国 分婦 人会 、
中国 分こ ども 会育成 会、 新中 国
分商店会、有志会）
【後援】市川市、市川市観光協会
【問い合わせ先】中国分自治会
電０４７―３７３―５７１１
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恒例の第 回梅まつりを２月 日（日）
に 開催 致し ます。 今回 は梅 の開 花に でき
る だけ 合わ せるよ う早 めの 開催 とな りま
した。
今年 の目玉 は、 総勢 名 の「 ニュ ー
ウ ェイ ブ バンド 」に よる ジャ ズイ ベン
トです。小さなお子さんから、おじいちゃ
ん 、お ばあ ちゃん まで が楽 しく 聞け るお
な じみ の曲 「世界 に一 つだ けの 花」 「見
上 げて ごら ん夜の 星を 」ほ かを 演奏 して
下さいます。
また 、例 年通り 、市 川市 消防 局音 楽隊
の 演奏 や悠 竹太鼓 もお 楽し みい ただ けま
す。
37

E-mail:naka kokujitikai@jcom.za q.ne.jp
開館時間：平日午前10時～午後3時まで
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