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区長・班長選出のお願い
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回 梅 ま つり お 知 ら せ

恒例の梅まつりが今年も開催されます。今回は、梅の開花
に合わせる形で時期を早めて実施します。
市川消防局音楽隊の演奏を皮切りに、悠竹太鼓や総勢 名
のジャズグループ「ニュー・ウェイブ・バンド」が参加。小
さなお子さんから、おじいちゃん、おばあちゃんまで楽しく
聞 け る曲 を演 奏 して いた だ きま す。
また、バザーや多数の模擬店が出店します。中国分の自
然、梅の香と水の流れ、水鳥などもお楽しみください。
【開催日】平成 年２月 日（日）小雨決行
【開催時間】午前９時 分から午後２時
【場所】じゅん菜池緑地
【交通】ＪＲ市川駅から京成バス
④番乗り場でじゅん菜池前下車
ＪＲ市川駅から京成バス
①番乗り場で国立国府台病院前下車

空き巣に気をつけましょう

中 国分で 正月早 々、空 き巣が 発生 しま
した 。市内 で空き 巣が多 発して いま す。
戸締まりには十分注意しましょう。

「わかばサロン」からのお知らせ

毎月第３水曜日午前 時 分から中国
分自治会館２階で行われていますサロン
ですが、都合により、左記の回をお休み
させて頂きます。ご了承ください。
２月 日（水）、３月 日（水）

次回は、４月

日（
水）です。

例年、 歳末 たすけ あい 運動に 多数 のご協

歳末助け合い運動

力 を賜り 誠に ありが とう ござい ます 。ここ

５９４、６５０円

に衷心より厚く御礼申し上げます。

１、６５８口

防犯パトロール隊 隊員募集

時～ 時位に
実施しています。

ご協力頂ける方は自治会館へご連絡下さい。

丁目別防犯パトロール
月 ３丁目
火 １ 丁目・２丁目
水 ５丁目
木 ４丁目
金 青色パトロール日

怜子

1件

空き巣：３丁目

歳 １月 日
１丁目３区４班
歳 １月 日
４丁目５区６班

18

現 区長（ 区 ）と現 班長（ ２０２ 班）
は、後任の選出をお願い致します。
区 長と班長 の任 期は４ 月 日から 翌年
の３ 月末日 までで すが、 区長は 役員 とし
て定 期総会４ 月 日（ 日）に 出席し てい
ただきます。現区長は新任の役員（区長・
班長 ）の氏 名（ふ りがな ）、住 所、 電話
番号 を記入し て、 ２月 日（ 水）ま でに
自治会事務所宛ご提出下さい。
なお、区 長、班長になる方のお名前は、
会議 や行事 に実質 的に参 加して くだ さる
方の お名前 でお願 いしま す。区 長・ 班長
は自 治会と 会員の 皆様と の橋渡 し役 とし
て、 最先端 で活躍 してい ただく 重要 な役
割を 担う方 々です 。この 方々の ご協 力な
しで は自治 会の運 営は出 来ませ ん。 ボラ
ンテ ィア活 動の一 環とし て、楽 しく 取り
組め るよう に配慮 してお ります 。皆 様の
お力 で地域 の方々 との交 流の場 が、 より
大きく広 がりますよう 期待してお ります。
会員皆様のご協力をお願いいたします。

30

犯罪状況

28

外環道 道の駅
オープンフィールドｉｎいちかわ開催へ

21

17

22

東 京外か く環状 道路（ 外環道 ）は 、６
月末 に開通 予定で すが、 外環道 東側 に隣
接して建設しています「道の駅いちかわ」
（国 分６丁 目）で は、道 の駅完 成前 に駐
車場 部分を 開放し たイベ ントが 開催 され
ることになりました。
詳 細につ きまし ては、 近々発 行さ れる
「広 報いち かわ」 に掲載 され、 市民 の皆
様にお知らせするそうです。
【主催】外環道開通記念イベント実行委
員会
【日時】平成 年３月４日（日）
【場所】道の駅いちかわ周辺

伊藤

孝夫 様

様

走行距離：９３Km
延べ時間：７時間２５分

▽特別会員のご紹介
千葉商科大学付属高等学校

大学 や難関 私立大 学、有 名中堅 大学 への
進学 者が増 加して います 。大学 進学 をよ
り確 実にす るため 、新し いカリ キュ ラム
をス タート し、学 校週６ 日制を 実施 。進
学には更 に期待が持て るようにな ります。
既にホームページでも発表しましたが、、
同校 の隣地 を所有 されて いた地 主の 方に
ご理 解をい ただき 、土地 を取得 する こと
がで きまし た。現 在、こ れまで の校 地と
併せ て新校 舎建設 の検討 に入っ てい ます
が、 校舎建 設等の 時期は まだ発 表す る段
階にはありません。
校 舎建設 につい ては、 在学す る生 徒及
び、 入学す る生徒 の安全 と学習 面の 質の
維持 のため 、校舎 の移転 や、仮 校舎 （プ
レハ ブ校舎 等）に よる授 業のな いよ うに
計画を進めています。

18

数：７回

回

渡部

23

27

京成バス中国分線
朝夕の急行運行開始

21

青色パトロール

25

バスに対 して運行 改善を強 く要望し、 実現し
ました。 朝夕の急 行運行で 中国分～市 川駅間
の時間短 縮が図ら れ、具体 的には国府 台駅～
市川駅間がノンストップとなりました。
今後も 運行改善 のため引 き続き努力 して参
ります。

10

.延べ人数：１４人

89

85

平成２９年１２月２１日～
平成３０年１月２０日

報

訃

17

京成バス中 国分線の急 行運行（市 急行 、
市 急行） は、中国分 自治会と 商大付属高 校
が 市川市道路 交通部長 立ち会い のもと、京 成
82

30

30

新校舎建設向け隣地を取得

26

&

37

千葉商科大学付属高校の先生よりの
お話を左記にご紹介いたします。
中国 分２丁 目にあ る同校 は昭 和 年の
創立 以来、 「柏葉 の精神 」のも とに社 会
に適 応した 人材を 育成し てきて います 。
さらに 、中期 経営計画 「 Vision 」 を立
て、 「人間 性豊か な学校 」を構 築し、 生
徒の 目標を 実現す ること により 、「自 立
す る 人間 性 豊 か な
高 校 生の 育 成 」 を
目指しています。
と くに 近 年 は 、
１ 年 次か ら の オ ー
プ ン キャ ン パ ス 参
加 な ど早 期 か ら の
意 識 づけ と 詳 細 な
コ ー ス制 の 定 着 が
功 を 奏し 、 国 公 立

81

25

30

75

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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