
平成28年12月8日 

各子ども会育成会長 様 

市川市子ども会育成会連絡協議会 

会 長 石 井 克 己 

平成 28年度第9回子ども会関係文書の発送について 

初冬の候、各子ども会におかれましては、益々ご健勝のことと推察いたします。日頃より、 

地域における青少年の健全育成に多大なご協力とご理解を賜り、心より感謝いたします。 

つきましては、第9回目の文書を下記のとおり送付いたしますので、よろしくお取り計ら

い下さいますようお願い申し上げます。 

記 

1．第 4 回ふれあいセミナー募集・申込書 

2．新年懇親会の開催について（ご案内）・返信ハガキ 

3.「子ども会に入ろう」ポスター募集について 

4．公の施設の使用料減額可否決定通知書 

〇問い合わせ先 

〒272-0023 市川市南八幡1-17-15 

市川市教育委員会 生涯学習部 青少年育成課 

電話 047-383-9419 （担当：高津） 



平成28年12月8 日 

子ども会育成会長 様 

市川市子ども会育成会連絡協議会

会 長 石 井 克 己

指導部長 高 久 美代子 

平成28年度第4回ふれあいセミナー受講者募集！ 
～子ども会の育成者として研修してみませんか？~ 

1．目 的 子ども会の指導者として、必要な知識を習得し、子ども会育成者の資質向上を図ると 

ともに、子ども会活動と健全なる育成に役立て子ども会の発展充実に資する 

2．主 催 市川市子ども会育成会連絡協議会 

3．日 時 平成29年 2月4日（土） 

午前10時15分 ～ 午前12時15分 

※受付は午前10時00分から 

4．会 場 市川市生涯学習センター（メディアパーク市川）3階 第2研修室 

市川市鬼高1-1-4 

5．講 師 小川 澄子先生 

6．テーマ 「みんなが参加したくなる年間行事のつくり方」 

0．駐車場 99台（最初の90分は無料、その後30分ごとに100円かかります。） 

（地下） ※駐車台数に限りがありますので、満車の場合は近隣の駐車場をご利用ください。 

6，定 員 育成者30名（参加費は無料です） 

7．申込み期限 平成28年1月13日（金） 

※申込み用紙に記入の上、下記申込み先青少年育成課へFAXまたは郵送での 

受付けとなります。 

8．講習内容 子ども会活動プログラム 

・プログラムの意義 

・プログラムの企画立案・作成 

・プログラムの実際 

・話し合い活動のすすめ方 

9．持ち物 筆記用具 

10，講習会当日連絡先 

市川市子ども会育成会連絡協議会 

指導部長 高久 美代子（たかく みよこ）携帯0 8 0 -7 0 04- 8 5 8 1 

11，申込み・問合せ先 

市川市子ども会育成会連絡協議会 担当窓口 

市川市教育委員会 生涯学習部 青少年育成課（担当：高深） 

所在地 〒272-0023 市川市南八幡1-17-15 

電 話 047 一 383-9419、 FAX 047-383一 9405 



平成 年 月 日 

平成28年度第4回ふれあいセミナー参加申込書 

I 子ども会】 

（連絡者氏名： 連絡先： 

NO, ふりがな 

氏 名 
住 所 連 絡 先 備 考 
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申込締切 平成29年1月13日（金） 



平成 28年12月 8日 

各 育 成 会 長 様 

市川市子ども会育成会連絡協議会

会 長 石 井 克 己 

新年懇親会の開催について（ご案内） 

本年も市川市子ども会育成会連絡協議会の数々の行事に対し、各育成会の皆様

にはご理解とご協力を賜りまして、心から感謝申し上げます。新年も本年同様

ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

さて、新年の年頭に恒例の新年懇親会を下記のとおり開催いたします。新年の

抱負や希望など語り合って新たなスタートを切りたいと存じますので、お繰り

合わせのうえご参加いただけますようお願い申し上げます。 

記 

1 日 時 平成29年1月 14日（土） 

受付 午後 5時 30分から 開会 午後 6時 00分より 

2 会 場 勤労福祉センタ- 3階 大会議室 

3．会 費 1人 2, 000円（当日集金致します。） 

※1月 5 日（木）以降のキャンセルはできませんのでご了承ください。 

4．その他 出欠及び出席者氏名等必要事項をご記入の上、 

12月 22日（木）必着でお願いします。 
※出席・欠席にかかわらず、必ず投函をお願いいたします。 

※駐車場は1月から 3 月末まで工事のため使用できませんので、 

車でのご来場はご遠慮ください。 

問い合わせ 市川市子ども会育成会連絡協議会 担当窓口 

市川市教育委員会 青少年育成課（高深)TEL3 83-94 1 9 



平成 28年12月 8 日 

各子ども会育成会長 様 

市川市子ども会育成会連絡協議会

広報部長 川 上 みつ子 

「子ど桧臥ろう」叔ター募集に )WC 

時下、貴子ども会・育成会におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し

上げます。 

さて、平成 28年 7月発行の市子育連の機関紙「ふれあい」2016年「95 

号」において、 「子ども会に入ろう」のポスターを募集したところ、応募がござ

いませんでした。 

改めて、下記の要領でポスターを募集いたしますので、どうぞ奮って応募して

下さい。 

記 

・作品のサイズは、B4サイズの画用紙 

・作品には、 「子ども会に入ろう」の標語を入れてください。 

・優秀な作品 1点を、ポスター・ポケットティッシュ等の啓発活動に使用させて

いただきます。 

・作品の裏面には、子ども会名・氏名・学年を書いてください。 

・作品の返却方法は、審査終了後に地区長・連絡委員を通して返却いたします。 

・参加賞があります。 

※メ切期限 平成 29年 2 月 23日（木）郵送または持参 

及び提出先 〒272-0023 市川市南八幡1-17一 15 

市川市教育委員会 青少年育成課 

【問い合わせ先】 市川市子ども会育成会連絡協議会 担当窓口 

（市川市教育委員会 青少年育成課 高深） 

TEL: 047-383-9419 
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「公の施設の使用料減額可否決定について」 

この書類一式は平成 29年度に使用します。新年度に役員交

代がある場合は必ず次期会長の方にお渡しください。 



騒蕪議羅藤霜蕪編篇γ 

今回の、公の施設の使用料可否決定については、あくまでも平成 29 年度のみの取り扱

いとなります。今後、平成 28、 29年度の運用を踏まえた上で、減額の割合等について「公 

の施設の使用料の減免に関する基準」の見直しを予定しております。 

平成30年度以降は改めて、減額の可否及び】I諮賂」合を審査・決定することになります 

ので、ご承知おきください。 



様式第3号（第5条関係） 

市川市公の施設使用料減額可否決定通知書 

平成28 年 11 月 16 日 

市川市子ども会育成会連絡協議会 

傘下団体 129団体 様 

市川市長 大久保 

市川市教育委員 

団体の名称 市川市子ども会育成会連絡協議会 傘下団体 129団体 

減額をする期間 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 

減額の割合 7割5分 

備考 

2 減額しません。 

（理由） 

（教示） 

市川市の公の施設の使用料の減額について、次のとおり決定したので通知します。なお、この決定に

より使用料の減額をするときは、公の施設を公共的な活動のために使用するときに限ります。 

0 



市川市子ども会育成会連絡協議会登録団体―覧 

Na こども会名 

1 中園分 

2 1 K.B 

3 北国分堀之内 

4 国府台 

5 第1地区子ども会育成会 

6 真間 

7 若草 

8 市川三本松 

9 っくし 

10 市川南 

11 市川パ一クハウスうぐいす 

12 大洲 

13 新田2・3丁目 

14 新田4丁目 

15 パ―クシテイ市川 

16 第3地区子ども会育成会 

17 稲越 

18 根古屋 

19 平川 

20 北台 

21 須和田1丁目 

22 須和田第二 

23 宮久保台 

24 宮久保 

25 曽谷第ー 

26 曽谷第ニ 

27 曽谷第三 

28 曽谷第四自治会子ども部会 

29 曽谷第5 

30 曽谷第六 

31 第四地区子ども会育成会 

32 新田くるみ 

33 平田 

34 菅野松の木 

白幡 

菅野西 

美里苑 

東菅野三丁目さくら 

第5地区子ども会育成会 

353637383940

41

42

43

44 

辰巳 

大芝原 

門前 

南八幡三丁目 

八幡下町ゆうづる 

Nb' こども会名 

45 たいよう 

46 コ―プ野村なかよし 

47 第6地区子ども会育成会 

48 大町連合 

49 大町杉の子 

50 大町わかば 

51 大野1丁目ひまわり 

52 迎米 

53 大野三丁目 

54 大野四丁目 

55 南キッズ 

56 あおば 

57 市川パ一クハイッ風の子 

58 柏井3丁目団地虹 

59 柏井子ども会育成会 

60 柏井第ー支部 

61 柏井第2支部 

62 柏井第三支部 

63 柏井第6支部 

64 柏井第ハ支部 

65 柏井連合よど川 

66 奉免 

67 大柏連合 

68 第7地区子ども会育成会 

69 北方一丁目 

70 北方東部 

71 若宮一丁目 

72 若宮2丁目町会児童部 

73 若宮三丁目 

74 若潮 

75 若宮3丁目上町町会児童部 

76 第8地区子ども会育成会 

77 高石神 

78 中山 

鬼越鬼高 

ク口ーバ一キッズ 

第9地区子ども会育成会 

大和田 

高谷 

798081828384

85

86

87

88 

原木 

田尻 

二俣 

東原木 

第11地区子ども会育成会 

Na こども会名 

89 本行徳2丁目 

90 本行徳三丁目 

91 本行徳四丁目 

92 本塩 

93 関ケ島 

94 伊勢宿 

95 ルネ新行徳 

96 末広 

97 サルビア 

98 塩焼五丁目かもめ 

99 塩焼ニ丁目とびはぜ 

100 塩焼3丁目ちどり 

101 東行徳 

102 さくらんぼ 

103 宝1丁目スワ口ー 

104 宝2丁目いるか 

105 妙典子供クラブ 

106 第12地区子ども会育成会 

107 押切 

108 湊 

109 新浜っばめ 

110 香取1丁目 

111 香取2丁目 

112 相之川 

113 欠真間 

114 富美浜 

115 島尻 

116 新井 

117 新井3丁目のびっこ 

118 福栄ー丁目 

119 くすの木 

120 福栄2丁目とぷ 

121 福栄かもめ 

122 おひさま 

123 ソフトタウン 

124 日之出みどり 

125 あすなろ 

126 塩浜あおぞら 

127 第13地区子ども会育成会 

128 木曜会 

129 市川市ジュ＝アリーダーサークル 
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