
平成31年3月28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30年度第 12因子ども会関係文書の発送について

春暖の候、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 12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.平成 31年度子ども会育成会功労者表彰 依頼文・推薦書

2.市子育連代議員総会開催案内・出欠はがき

3.第 1回貸出備品講習会案内・申込書

4.ユースリーダー講習会募集要項及び受講申込書 (5部)

5.平成 30年度青少年指導者育成事業実施記録(1冊)

6.公の施設使用料減額に関する準後援可否決定について

0問い合わせ先

〒272ー 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31年 3月28日

子ども会育成会長様

市川市子ども会育成連絡協議会

会長石井克己

平成31年度子ども会育成功労者表彰について

早春の候、皆様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。

日頃は、青少年の健全育成にご尽力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、今年度も下記の通り「子ども会育成功労者表彰」を行います。つきましては、貴子ども会に候

補者がいらっしゃいましたら、ご推薦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

記

1.趣 旨 市内の子ども会育成活動に永年尽力し、子ども会の充実・発展に功績のあった方に対

し、その労をねぎらうと共に感謝の意を表す。

2.表彰日 平成31年 5月 11日(土)

平成31年度 市川市子ども会育成会連絡協議会 f代議員総会j 当日

3.会 場 市川市勤労福祉センター本館 3階大会議室

4.表彰対象 ① 育成会員2名まで

②子ども会活動に 5年以上尽力され、その功績が顕著であると認められる育成会員。

但し、過去に青少年健全育成活動等社会教育分野において表彰されていない方。

③女子フットベースボール、少年野球、相撲等の育成指導に 5年以上尽力され、そ
の発展に対する功績が顕著であると認められる指導者。但し、過去に青少年健全
育成等、社会教育分野において表彰された経験のない者。

5.推薦方法 ①被表彰者(表彰を受ける方)が育成会員・指導者の場合は、育成会長 1名が推薦

6.選考方法

7.結果通知

8.問合せ先

人となり、被表彰者が育成会長の場合は、当該子ども会育成会員2名が推薦人と
なる。

②別紙推薦書に必要事項を記入し、 4月17日{水)までに下記宛に推薦書原本
を郵送(必着)にてご提出ください。

【郵送先】

所在地:干212-0023 市川市南八幡 1-17-15 南八幡仮設庁舎

市川市子ども会育成会連絡協議会担当窓口青少年育成課(担当:高津)

電話 :047-383-9419/FAX:047-383-9405

役員会で審査する。

審査終了後、審査結果を育成会長へ連絡しますので、表彰される方については、

総会への出席を御手配ください。

市川市子ども会育成会連絡協議会

総務部長若山(わかやま) 携帯 090ー7944-0474



平成31年 月 日

平成31年度 子ども会育成功労者表彰候補者推薦書

市川市子ども会育成会連絡協議会
会長石 井克己様

下記の者を「平成31年度子ども会育成功労者表彰Jの候補として推薦します。

ー一一 一 一 一 一 一 --・ F 目._-.... 冒 . ..ーー 司-..---一一 ・・.圃F 司・....-.

子ども会名 子ども会

ふりがな

候補者氏名 )歳

住所・電話 市川市 電話

在会年数 年 月 p、・' 年 月( 年 ヶ月)

推薦理由(できるだけ詳しく)

ふりがな

候補者氏名 )歳

住所・電話 市川市 電話

在会年数 年 月 ~ 年 月( 年 ヶ月)

推薦理由(できるだけ詳しく)

「推薦人j

子ども会名 子ども会 地区

推 氏名 印 | 役職名

薦
住所 市川市

人

電話

推 氏名 印 | 役職名

薦
住所 市川市

人
E 電話



平成31年3月28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

平成31年度代議員総会の開催について

陽春の候、皆様方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、子ども会育成にご尽力をいただきお礼申し上げます。

さて、市川市子ども会育成会連絡協議会は、下記の通り平成30年度市川市子ども会育成

会連絡協議会代議員総会を開催いたします。

つきましては、ご多忙の折とは存じますが、ぜひご出席くださいますようお知らせいた

します。

また、総会終了後に育成会員相互の親睦と交流を図るための懇親会を行いますので、合

わせてご参加くださいますようお願い申し上げます。

日時

2 会場

3 議題

4 その他

記

平成31年5月11日(土) 受付 12:15-- 開会 13:00--

市川市勤労福祉センタ一 本館 3階大会議室

(市川市南八幡 2-20-1)

1.平成30年度事業及び決算報告について

2.平成31年度事業計画及び予算案について

3.その他

懇親会会費 2、000円(当日徴収)

*同封のはがきにて4月23日(火)までに出欠をお知らせ下さい。

*都合が悪くなった場合または追加の場合は5月4日(土)までに下記

宛ご連絡お願いします。

* 当日人数が減りましでも申し込み人数分の会費をいただきますので

ご承知おき下さい。

5 問合せ先 総務部長若山(わかやま)携帯番号090-7944ー 0474

提出先: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

TEL: 0 4 7 (3 8 3) 9 4 1 9 



子ども会育成会長様

平成31年3月28日

市川市子ども会育成会連絡協議会

会長 石井克己

管理部長 横山康紀

第 1固貸出備品講習会について

現在、市子育連で管理している貸し出レ備昂の中で、使い方に講習が必要なものがあります。キャンプや

イベン卜などで使われる揚合には、~す参加をお願いレます。

今回はテント、綿あめ機、ポップコーン機についてですo 下記の日程で講習会を開催レますので、是非ご

参加下さい。

1 .日時

2.揚所

3.苅象者

4.内容

5.申込み先

6.締切

7.問合せ先

8.そ の 他

記

平成31隼5月18日〈土〉

・受 信 午前 9:30

・開 始 午前10:00

・終了予定 午前11: 40 

少年自然の家〈上履きをご持参ください〉

※少年自然の家の揚所については裏面を参照して下さい。

子ども会育成者及び青少年リーダー

①ドーム型テントの設営と収納方法等

②綿あめ機の取り扱いについて

③ポップコーン機の取り扱いについて

干272-0023 市川市南八幡1-17-15

青少年育成課まで申込書をご提出下さい。

TEL 383-941 9 F必く 383-9405 

平成31隼5月13日〈月〉

市川市子ども会育成会連絡協議会

管理部長横山(よこやま)090-8451-5568 

。講習修了者には修了証を発行レます。 (1年間有刻〉

。講習会を受けていただかないと、備品をお貸しできませんのでご注意下さい。

。今年度、備晶を借りる予定のある子ども会は、~すご参加ください。

テント・機器を両方借りる子ども会は複叙名でのご参加をお願いレます。
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貸出備品講習会申込書

No. 名前〈ふりがな〉 子ども会役職 住所・電話番号

~.....-._..._..-_._.._...._.-.._.... 住所

電話

ド・・・・・・・・....~............-.__.-.-.. 住所
2 

電話

ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・. 住所
3 

電話

ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 住所
4 

電話

._--......._-----_....._----------- 住所
5 

電話

同---...._-_....---.......-....------ 住所
6 

電話

ト・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 住所
7 

電話

...ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・_._--------_._---- 住所
8 

電話

..---.._-...........-------.......-- 住所
9 

電話

~---.._-_._-._--.......-.-._------_. 住所
10 

電話

。豆1i:L3日(貝}蜜でに下記宛先までお申込み下さい。

市川市子ども会育成会連絡協蟻会担当窓口(市川市教育委員会青少年育成謀)

FAX:047-383-9405 

)子ども会
綿・ポ ァント



市川20190314-0056号

平成 31年 3月 28日

子ども会育成会長様

市川市教育委員会

教 育 長 田 中 庸 恵

市川市子ども会育成会連絡協議会

会長石井克己

平成31年度「ユースリーダー講習会J開催及び募集要項の配布について

陽春の候、貴臓におかれましては益々ご健勝のことと拝察いたします。日頃より青少年健全育成

事業に対しまして、ご理解とご協力をいただき心より感謝申し上げます。

さて、市川市教育委員会主催/市川市子ども会育成会連絡協議会共催事業「ユースリーダー講習

会Jを開催する運びとなりました。

ユースリーダー講習会は、平成30年度まで開催しておりました、中学生対象の「ジュニアリーダ

ー講習会」と高校生対象の「ヤングカルチャースクールJを統合し、 『グループワーク等を通して

物事や人の意見をまとめる力をつけること』、 『自分の役割を確認し、主体的に行動できるように

すること』を目的とした、地域を支える青少年リーダーを育てる講習会です。平成30年度は「ジュ

ニアリーダー講習会J rヤングカルチャースクールJに計37名が参加し、年間 7回 (2泊3日のキ

ャンプ等)の講習会を実施いたしました。

つきましては、募集要項及び受講申込書ができましたので、お送りいたします。年度始めのお忙

しい時期とは存じますが、お取り計らいの程、よろしくお願い申し上げます。

1 .送付文書

2.その他

記

-ユースリーダー講習会募集要項及び受講申込書 各 5枚

-平成30年度青少年指導者育成事業実施記録 1部

(昨年度の活動の記録です。参考までにご覧下さい。)

-申し込み等の問い合わせに関しましては本人、または保護者が直接、

下記まで問い合わせるようお伝え下さい。

※新元号元年5月1日以降、元号(年及び年度)については、旧元号「平成Jを対応する新元号の

年及び年度に読み替えることとします。

|問い合わせ先|

市川市教育委員会 生涯学習部青少年育成課

電話 047-383-9419

FAX 047-383-9405 

担当 宮沢隼人
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軍鴎剖軍属霊
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畠ー毒劇4
地域奄支える青少年'1-11-育成講座《中級~)

8.申込・間合世先

市川市教育零員会生涯学習却青少年育成課(担当:宮沢)

〒212-0023
市川市南ハ幡1-11-15 商八幡仮臆庁舎 Z陪

TEL 041 (383) 9419 

1.目的

2.日時/会喝

3.語習時間

4.対象

5.定員

ゐ.隼問豪語科

1.申込G)縮れ

8 
匝醗

* '1，I，，-'7，r]-'1等を過しZ物事や人ぬ意見奄号J~.る拘をつ叶る

*自分G)役割を確認し、主体的に行動窓§るぶろに..る

画山

ウ弓面に記欝 瞳:

中学生・高検生(市肉在住・在学)

10:30 -v 15:00<キャンプ講習等は別時間)

※別時間については講習会にてお伝えします。

園園

50名(申込者多敏G)鳩舎跡抽選)

500円(キャンプ講習は別途受講料あり)

※年間受講料は「保険・消耗品Jに使用します。第 1回講習会にて集金します。

※開講料 同 町 第3回キャンプ講習会肘 000問予定山杭 輔

制服申込関紙同事事項奄記入。 1

※申込用紙をお持ちでない方は、市川市公式WEBサイトにて『指

導者育成講座Jと検索すると、該当ページからダウンロードが

できます。申込用紙がダウンロードできない方は、 FAX等で

対応しますので、お手数ですが青少年育成課までご連絡下さい。

⑧4目26日働)験者定骨少年脅威甥(下旬)応曹選。

※保護者の印を忘れずにお願いいたします。

⑨初回講習会c;):1週間前頃巳3自患ヘヨ霧肉案書を廓縫1"“e
む春場fe

圃麗

調麗

圃;i

主催:市川市稼育審員会/共催:市川市予と事会育成会連絡協揚会

圃

置 自園 ;1聞 田=



平成31年庭ユースリーダー語習会実施予定義

固 日 時 会場 肉 審

市川市 開講式

5目26日(日)
生涯学習 講習会o仲間と爽請しぶろ女(7'イスーヌレイ'1)

台シター 膏ゆst: '1 ・-"ーとし"C~IL移ごとが窓Sる提言ろろ?

3陪冊修室 (講義)

市川市

z 。同30日(日)
生涯学習 トレーニシゲキャシー10準備とし乞 食匂シター レヴリ:1:ーショシゲ-b奄学I彦ろ))

3陪咽修室

8目68(火)

3 
市川市 トレーニシゲキャシτを4圏、 5国o講習会に向け乞

8目8白(木) 少年自然(;)家 審審 'I-"-~."加とスキル奄制ろ
l2ia3日l

市川市
手ャレシジ弓シキシゲl!11・ーター活動 h容4 8目30日(金) スポーマ

小学生Iζ楽しんを:ei:;o暗号JJ
包シター

市川市 高参
生涯学習5、 9目28日(土) 予~:e違o前官レ'1 '1 :1:ーショシゲーゐを実践し~;;)セシター

3陪咽修室

市川市 音Ol，年11-'1ーとし'l:0ポ弓〉手ィ?活動奄考えd:ろ

生涯学習 (鏡義)
ゐ 10目21日(目)

匂シター 活動o振'1返品l J 3陪碕修室 関舗式

(注)・講師の都合や天候などの理由により、プログラムが変更になることがありますのでご了承下さい。

・安全確保のため、職員及びスタッフの指示や注意事項を守れない場合は受講をお断りすることが

あります。

・お子様の状況によっては保護者の同伴やお迎えをご相談することがあります。ご心配な点等ござい

ましたらご連絡下さい。

・一定の条件を満たした方にはボランティア証明書を発行します。詳細は受講決定通知にてお知らせ

いたします。

: ~長編元号元年 5 目 1 日以降、元号(年及び年同r> 広つい乞跡、旧元号『平成J 奄対応する
輔元号o年:11ぴ年鷹に読お替えることとし孝司。 ! 



露関申込書

市川市教育委員会

市川市子ども会育成会連絡協議会

講習会名 ユースリーダー講習会

ふりがな

受講者氏名
住所

一工

生年月日/性別|平成 年 月 日/男・女

T E L F A X 

メールアドレス

(保護者の方)

来高校生は個人用可

@ 

講習内容や台風による中止の連絡等をお送りするので、常時確認できるアドレスをご記入ください。ドメイン

指定設定をされている方は、 @city.ichikawa. Ig.jpからのメールを受信できるように援定をお願いします。

学校名
年

学校

組

所属子ども会名
子ども会

※受E崎容が所属の禍合のみ

緊急連絡先①
緊急連絡先②|連絡者(父・母・その他 ) 

※ある方のみ |連絡先:

連絡者(父・母・その他 ) 

連絡先:

※下毘の事項にご回答下さい。(必須)

1 .宿泊について

受講されるお子様が、講習会で宿泊されることを許可しますか?

(はい ・ いいえ)

2.写真の活用について

①講習会にて録影した写真を活動風景として実施記録冊子・ホームページ・広報紙等で活用させていただ

きたいと考えています。写真活用についてご協力いただけますでしょうか?[※個人の氏名は出しません]

(はい ・ いいえ)

②講習会終了後に集合写真を受講者ヘ配付する予定ですが、撮影をしてよろしいでしょうか?

(はい ・ いいえ

上記のとおり、申し込みます。

保護者氏名 @ 



「公の施設の使用料減額可否決定について」

ζ安叢類二義肢霊感三よ長慶長銀鳳んま玄忽玄L議集度

f;役員ø~代等援ð!>る場合は必ず次期食是xは会長の方会

お渡しください。

|変更事項|

O昨年度までは、団体に対して使用料減額の決定を行って

いましたが、今年度から減額対象は団体ではなく団体の活

動に対して減額決定となりました。

また、使用料減額の割合についても 7割 5分減額だったの

が、今年度から減額割合は5割減額になります。

※公の施設使用料の見直しもあり、一部の施設では使用料が引き下げにな

ります。詳しくは市川市公式Webサイトをご確認ください。

|注意事項|

O毎年各施設で行う団体登録は例年通り行ってください。

0全国配布し1友ん意ん友禁後援可否決定通知章及援鷲翻意

法3 登録申一議及び利用支急際民法L必支援参(ヨ]三一可}

」玄擁護ヘ提示いた玄室ま支よ豆長嬢訟民ゑレ患支旦

0今回配布した決定通知書及び誓約書の引継ぎ及び管理に

ついては十分にご注意ください。



様式第2号(第5条関係)

市川市教育委員会公の施設使用料減額に関する準後援可否決定通知書

平成31年3月13日

市川市子ども会育成会連絡協議会及び
市川市子ども会育成会連絡協議会登録団体様

平成31年3月8日付けで申請のあった市川市教育委員会の公の施設の使用料の減額に関する準後
援について、下記のとおり決定したので通知します。

1可とします。

団体の名称
市川市子ども会育成会連絡協議会及び

市川市子ども会育成会連絡協議会登録団体

行事等の名称 子ども会活動

行事等開催日 平成31年4月1日~平成32年3月31日

行事等開催施設 勤労福祉センター・公民館・地域ふれあい館・全日警ホールほか

減額の割合 5割

※新元号元年5月1日以降、元号(年及び年度)については、
備考 旧元号f平成jを対応する新元号の年及び年度に読み替える。

2 不可とします。

(理由)

(教示)

く担当課> 青少年育成繰

<整理番号> 2019ー 02



平成31年2月6目

市川市子ども会育成会連絡協議会登録団体一覧

No. こども会名 No. こども会名 ND. こども会名

中国分 45 たいよう 89 本行徳2T目

2 K.B 46 コープ野村なかよし 90 本行徳三丁目

3 北国分堀之内 47 第6地区子ども会育成会 91 本行徳四丁目

4 国府台 48 大町連合 92 本塩

5 第1地区子ども会育成会 49 大町杉の子 93 関ヶ島

6 真問 50 大町わかぱ 94 伊努宿

7 若草 51 大野1丁目ひまわり 95 ルネ新行徳

8 市川三本松 52 迎米 96 末広

9 つくし 53 大野三丁目 97 行徳ハイムサルピア

10 市川南 54 大野四丁目 98 塩焼五丁目かもめ

11 市川パークハウスうぐいす 55 南キッズ 99 塩焼二丁目とぴはぜ

12 大洲 56 あおぱ 100 塩焼3丁目ちどり

13 新田2・3T目 57 市1lI/~-クJ、ィツ風の子 101 東行徳

14 新田4丁目 58 柏井3丁目団地虹 102 さくらんぽ

15 パークシティ市HI 59 柏井子ども会宵成会 103 宝一丁目スワロー

16 第3地区子ども会育成会 60 柏井第一支部 104 宝2丁目イルカ

17 稲越 61 柏井第2支部 105 妙典子供クラブ

18 根古屋 62 柏井第三支部 106 第12地区子ども会育成会

19 平川 63 柏井第6支部 107 押切育成会

20 北台 64 柏井第八支部 108 湊

I 21 須和田1丁目 65 柏井連合よど川 109 新浜つぼめ

22 須和田第二 66 奉免 110 香取1丁目

23 宮久保台 67 大柏連合 111 香取2丁目

24 宮久保 68 第7地区子ども会育成会 112 相之川

25 曽谷第一 69 北方一丁目 113 欠真間

26 曽谷第二 70 北方東部 114 富美浜

27 曽谷第三 71 若宮一丁目 115 島尻

28 曽谷第四自治会子ども部会 72 若宮2丁目町会児童部 116 新井

29 曽谷第5 73 若宮三丁目 117 新井3丁目のびっこ

30 曽谷第六 74 若潮 118 福栄1T目

31 第四地区子ども会育成会 75 若宮3丁目上町町会児童部 119 くすの木

32 新田くるみ 76 第8地区子ども会育成会 120 福栄2丁目空とぶ

33 平田 77 高石神 121 福栄かもめ

34 菅野松の木 78 中山 122 おひさま

35 白幡 79 鬼越鬼高 123 ソフトタウン

36 菅野面 80 クローパーキッズ 124 日之出みどり

37 美里苑 81 第9地区子ども会育成会 125 あすなろ

38 東菅野三丁目さくら 82 大和田 126 塩浜あおぞら

39 第5地区子ども会育成会 83 高谷 127 第13地区子ども会育成会

40 辰巳 84 原木 128 木曜会

41 大芝原 85 田尻 129 市川市ジュヱアリーダーサークJl

42 門前 86 ニ俣

43 南八幡三丁目 87 東原木

44 八幡下町ゅうづる 88 第11地区子ども会育成会



様式第6号(第11条関係)

2019年3月13日

市川市及び市川市教育委員会公の施設使用料減額申請書兼誓約書

市川市長
市川市教育委員会

申請者
住 所 市川市柏井町4-471

(代表者)

団体名 市川市子ども会育成会連

氏名石井克己

連絡先 047-338-9014 

市川市及び市川市教育委員会公の施設の使用料の減額について次のとおり申請します。

団体の名称

行事等の名称

使用施設・部屋名

施設使用日時

添付資料

市川市子ども会育成会連絡協議会及び
市川市子ども会育成会連絡協議会登録団体

子ども会活動

勤労福祉センター・公民館・地域ふれあい館・全日警ホーノレほか

2019年4月1日-..2020年3月31日

私たちの団体は、市川市及び市川市教育委員会公の施設の使用料の減額を受ける
ために、次に掲げる事項について饗約します。

(1)市川市及び市川市教育委員会公の施設の使用料の減額を受けるために団体以外
のものに団体名を使用することを許可することその他の不正な行為を行ったことが判明
した場合は、市川市及び市川市教育委員会公の施設の使用料を減額されないことに
なっても異議は申し出ません。

(2)市川市及び市川市教育委員会公の施設の使用に当たっては、施設の管理について
定めた条例、規則等の規定を遵守します。

団体名

代表者石井克己


	平成30年度第12回子ども会関係文書の発送について
	1. 平成31年度子ども会育成会功労者表彰依頼文・推薦書
	2. 市子育連代議員総会開催案内・出欠はがき
	3. 第1回貸出備品講習会案内・申込書
	4. ユースリーダー講習会募集要項及び受講申込書
	6. 公の施設使用料減額に関する準後援可否決定について


