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中 国分自 治会 新年の挨拶
会長

執行役員挨拶
１丁目担当 石崎副会長
会員加入促進と名簿管理
本 年は 自治 会に未 加入 の方 に地域 の安
心安 全を 担っ ている 自治 会の 活動を 周知
に努 め、 又、 自治会 のイ ベン トに参 加し
て会 員と の交 流・親 睦を 深め 一番身 近な
組織 であ る自 治会へ 積極 的に 入会す るよ
うに 努め て参 ります 。全 世帯 の会員 が連
絡を 密に して 自治会 への 入会 ・退会 、世
帯主 変更 、各 班の会 員増 減や 動向を 絶え
ず正確に把握し管理します。

２丁目担当 三上副会長

「千葉商科大学付属高等学校」
新校舎建設中に「文化財出土」

小林監事

て も 電 力 消 費 量 が 少 な く 地 球 規 模 の 環 境 吉岡監事
にやさしいことにあります。
初夢ー水
令和 年を 迎え るこ とにあ たり 、市 川市
国府 台の 栗山 貯水塔 を私 達は 、遠方 か
のＬＥＤ型への積極的な転換方針に沿い、 ら 帰 っ て 来 て 、 そ の 姿 を 望 見 し た も の で
私ど もとし ても より 一層積 極的 な活 動を
す 。水 は高 い所 から低 い所 へ、 栗山貯 水
してまいりたいと考えております。
塔 の水 道水 は、 残念で すが 市川 市民の 飲
掲示板
み 水で はあ りま せん。 他市 の住 民への 飲
令 和元年 秋の 度重 なる台 風に よる 破損
料水です。「上意下達」私達は「おかみ」
被害は若干ではありますが被りました。
即 ち身 分の 高い 方から 指示 され て一年 を
でき る限り の早 期修 復に努 めま した が、
右往左往して生活しています。行政も国ー
令和 年に おき まし ても経 年劣 化し たも
県 ー市 ー住 民と 、この 制度 が一 番生活 し
のを 中心に 優先 順位 をつけ なが ら、 更新
やすい生きやすい方法ですね。
工事、補強修復を行ってまいります。
最近 「水 」が 突然「 天」 から 「豪雨 」
と なっ て経 験値 にない 数値 で降 って来 ま
した。各地で災害となって私達に「防災」
吉田副会長
の 意識 を植 えつ けよう と、 これ 、又「 上
青色防犯パトロール担当
今年も週 １回 分の青色パ トロール を実
意 下達 」そ の土 地、土 地の 差異 に関係 な
施し ます。 町内 全域 を見回 りで きる よう
くマニュアル通りに防災防災と・・・
にし たいと 思い ます 。特に 小学 校下 校時
水が 「雨 水」 と姿を 変え て「 豪雨」 と
の児 童や子 供た ちを 注意し て見 守っ てい
名 を変 えて 暴れ まわる と住 宅地 の高低 差
きたいと思います。
に関係なく命に関わる問題になりますね。
そ の時 、私 達は 「逃げ る」 とい う選択 し
か 方法 があ りま せん。 「逃 げる が勝ち 」
岩村副会長
だ が逃 げる 先を 私達は 何処 に求 めれば 最
防火・防災担当
昨年 は、千 葉県 内広 範囲で 台風 によ る停
善 のみ ちで すか ね。想 定外 の出 来事で は
電・ 断水の 被害 に見 舞われ まし た。 年々
「命」はもどりません。
激甚 化する 風水 害・ 地震災 害に 、当 地域
初夢 ・・ ・自 分の事 は「 自助 」しか 頼
も絶対安全とは言い切れない状況です。
る道はありませんか？
当自治 会では、昨 年初めて、 月 に住
「 避難 所」 行政 の長が 命令 しな くては 開
きませんよ！
夜 は真 暗の 「ヤ ミ」街 灯も 消え 障害物 で
歩 けま すか 。地 震・雷 ・火 事・ 親父で は
落語の世界です。
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ご存じですか？この歌は？
♪とんとん とんからりと隣り組
格子を 開ければ 顔なじみ
回して頂戴 回覧板
知らせられたり 知らせたり
♪とんとん とんからりと隣り組
あれこれ面倒 味噌 醤油
御飯の炊き方 垣根越し
教えられたり 教えたり
「隣 り組 」は １９４ ０年 ６月 に放送 され
た戦 時歌 謡曲 、作詞 は岡 本一 平（画 家
岡本 太郎 の父 親）こ の歌 は「 遠くの 親戚
より 近く の他 人」を コン セプ トにし た自
治会のテーマソングだと思います。
『と んと ん とんか らり と隣 り組』 を私
の自 治会 への 基本理 念と して お手伝 いし
ていこうと思っております。

３丁目担当 中川副会長
昨 年同 様、 自治会 の仕 事が うまく まわ
るよ うに 皆さ んと一 緒に 活動 したい と思
います。
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民 参 加 の 避 難所 訓 練 を 行 い 人 を 越 え る
参加 者で色 々な 減災 体験を して いた だき
まし たが、 不十 分な 点もあ りま した 。そ
こで 、新年 度は 、よ り一層 具体 的に 、冬
場の 気候厳 しい 時季 を想定 し、 災害 時の
暖房 ・トイ レ・ ベッ ド・マ ット ・三 角テ
ント 活用・ 発電 照明 ・炊き 出し 、な どを
重点 に防災 ・減 災訓 練を実 施し たい と計
画しています。
新 年度は オリ ンピ ックの 関係 で秋 まで
は公 的協力 が厳 しい 事情も 有り ます が、
月 以降、出来 るだけ早い 段階で企 画設
定する予定です。

様

歳
月 日
３丁目２区４班

現在、同高等学校では、最近「竪穴住居」
の 跡地 等（ 文化 財）が 出土 され ました 。
今後詳細な調査が行われます。
この 為 現在 の建築 計画 は、 約三か 月
延長になります。また、「文化財見学会」
の開催を検討されておられます。

瑞夫
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開館時間：平日午前10時～午後3時まで
中国分自治会 会員数2383世帯 11月末
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奥野会計

阿部
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会員 の皆様 の貴 重な 自治会 費が 公正 に有
効に 運用さ れる よう 今年も 努め てい きた
いと思います。

78

４丁目担当 栗原副会長
街灯（防犯灯）
明 るく 安心 な街づ くり を目 指して 令和
元年 も街 灯（ 防犯灯 ）の 管理 運営に 努力
して 参り まし た。管 理灯 数８ ４０灯 余の
うち、 令和元年末 のＬＥＤ型 灯比率は
％を 超え るこ とがで きま した 。ＬＥ Ｄの
優位 性は 従来 型の蛍 光灯 に比 べ長寿 命、
高照 度、 軽量 である こと に加 え何と いっ

訃報

中国分自治会会員の皆さ
ま明けましておめでとう
ございます。
お健やかに佳き新年を
お迎えの事とお慶び申し上げます。
旧 年中 は大変 お世 話に なりま した 。本 年
もよろしくお願い申し上げます。
さて 、本年 はオ リン ピック 開催 の年 で
もございます。
世 界各 国より 大勢 の方 が来日 され ます 。
来 賓、 競技に 参加 する 選手、 各種 競技 を
観 覧さ れる方 々、 また 、日本 の伝 統的 な
芸 術文 化・各 地の 観光 名所旧 跡な ど日 本
文 化を 体験さ れる 方が 大勢い らっ しゃ る
と思います。
一方 、子供 たち にと りまし ては 、外 国
の 人た ちと接 触す る機 会が多 いの では と
思 いま す。子 供た ちの 中には 、外 国語 を
話 す人 が多く なり 、来 日され る多 くの 外
国人に触れる場が沢山あることでしょう。
国 際感 覚を磨 くに は絶 好の機 会で もあ り
ま す。 このよ うな 機会 を捉え 世界 に羽 ば
たいて頂きたいと願っております。
一方 、身近 なこ とで すが、 最近 、中 国
分 に転 入され て来 られ る人が 増え てい る
よ うに 感じて おり ます が、自 治会 員は 目
に 見え て加入 者が 増え てはお りま せん 。
中 国分 のみで はな く、 市川市 全体 の問 題
と言われています。
市川 市では 、自 治会 への加 入に より 、
よ り安 心な、 より 安全 な日常 生活 を営 ん
で 頂く ため、 市民 の自 治会加 入率 を少 し
でも高くすることを検討しております。
具体的には、自治会加入促進条例（仮）
の よう なこと によ り制 度化し 自治 会加 入
促進を図ることを検討しているようです。
中国 分自治 会は 、み どり多 き中 国分 、
よ り安 心・安 全な 住み よい中 国分 を目 指
し今後も活動して参ります。
結び に、会 員の 皆さ まのお 一人 、お 一
人 のご 健勝、 ご多 幸を ご祈念 申し 上げ 年
頭の挨拶と致します。
令和二年元旦
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