
令和２年３月１９日 

各子ども会育成会 様 

市川市子ども会育成会連絡協議会 

会  長    石 井   克 己 

 

 

令和元年度 第 10回 子ども会関係文書の発送について 

   

春寒の候、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１0 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．令和元年度 新聞・壁新聞・ポスターコンクール審査結果 

 

２．令和２年度 子ども会育成会功労者表彰 依頼文・推薦書 

 

３．公の施設使用料減額に関する準後援可否決定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：高澤） 

 

 

 

 

 



令和2年3月19日

各子ども会育成会長様

令和元年度市川市子ども会新聞 ・壁新聞及びポスターコンクール

審査結果について(報告)

標記の件について、 下記の通り審査の結果がでましたので報告させていただきます。優秀賞 ・優良賞 ・佳

作に該当する子ども会については、令和元年度の代議員総会当日(令和2年 5月9日)で表彰し、記念品

を授与させていただきますので、 2名程度子ども会会員のご出席をお願い申し上げます。

【新聞の部 :第39回]

|賞 |

|優秀賞 |

子ども会名

欠真問

[壁新聞の部:第39回】

賞 子ども会名

優秀賞 新田くるみ

優良賞 東菅野三丁 目さくら

佳作 新井

参加賞 白 幡

|壁新聞の部:優秀賞新田くるみ子ども|

... ~眠
'. 

新聞の部 :優秀賞 欠真閏子ども会



【ポスターの部:第23回】

賞 子ども会名 児童名 学年

優秀賞 白幡 久〈保ぽ 亜ゐ咲さ美み 小3

優良質 本行徳四丁目
た田ど所二ろ 毅とし樹き

小6

佳作 高石神
や安すや山ま痩りん花か

小6

参加賀 北国分堀之内 黒〈ろさ津わ 友とも花か
小3

参加賀 北国分堀之内 や山主た中か裕ひろ朔と
小4

参加賞 須和田 1丁目 実じっか川わ 心ここ海み /J、1

参加賞 須和田 1丁目 伊藤 蒼 /J、3

参加賞 須和田 1丁 目 斎藤
み碧Eり

小5

参加賀 須和田 1丁 目 梶本彩葡 小5

須和田 1丁目
たにぐち あ葵おい

参加賞 谷口 小6

参加賞 新田くるみ 伊いと藤う締あゃ那な
小2

参加賞 新田くるみ 木きむ村ら はるか 小4

参加13 新田くるみ 木きむ村ら あやか 小4

参加賀 新田くるみ 鋒崎海斗 小 4

参加賀 新聞くるみ 鋒崎麻帆 小6

参加賞 白 幡 松主つ丸まる 陽はる香か
小3

参加賞 白 中番 ZI昔番桑手 小4

参加賀 白 中番 延のぶ原はら 詩し歩日
小5

参加賀 白 幡 辛桑詣み手 小5

参加u 菅野西 塚、末記長 小2

参加賞 菅野西 狩転芳夫 小2

参加賞 菅野西 持在富夫 小4

参加賀 菅野西 桑32麦桑 小4

参加賞 菅野西 伝ミ?安春 小5

参加賞 高石神 岩いわ田た 嗣LSJ音ん
小4

参加賀 高石神 星 経毒 小4

参加:ct 高石神 上うえ野の 里り紗さ
小6

賞 子ども会名 児童名 学年

参加賞 高石神 夫も こ}重 小6

参加賞 中山 常住穂香 /J、1

参加賞 本行徳二丁 目 粁稿、地甫桑 小6

参加賞 本行徳四丁目 西尾莱荊]衣 小5

参加賞 本行徳四丁目 な中かや山"1結ゆい香か
小5

参加賞 香取2丁目 島百議湯夫 5歳

参加賞 相之川 話器製3菩 小2

参加賞 欠真間 正面支示 小2

早はや見み 鈴すず音れ
参加賀 福栄1丁目 小3

参加賀 福栄1丁目 きL面芳希 小4

参加賞 福栄1丁目 早はや見み 虎こ十Lゅう郎ろう
小6
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令和２年３月１９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   

 

令和２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  令和２年５月９日（土） 

        令和２年度 市川市子ども会育成会連絡協議会「代議員総会」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
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、 ３月３１日(火）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：〒272－0023 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  

電 話：０４７－３８３－９４１９ / ＦＡＸ：０４７－３８３－９４０５ 

６．選考方法   役員会で審査する。 

７．結果通知   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。 

 

８．問合せ先   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 ０９０－７９４４－０４７４ 

 



市川市子ども会育成会連絡協議会
会　長　  石  井　 克  己 　様

「子ども会育成功労者表彰」候補者 (令和２年３月３１日現在)

「推薦人」

地区

氏名 役職名

住所

電話

氏名 役職名

住所

電話

推
薦
人
Ⅰ

子ども会

　　　　　　　　　　　　　　印

市川市

（　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　

推
薦
人
Ⅱ

　　　　　　　　　　　　　　印

市川市

（　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　

令和２年     月　　　日

令和２年度　子ども会育成功労者表彰候補者推薦書

下記の者を「令和２年度 子ども会育成功労者表彰」の候補として推薦します。

子ども会子ども会名

ふりがな

候補者氏名 （　　　　　　）歳

推薦理由（できるだけ詳しく）

住所・電話

在会年数

市川市　　　　　　　　　　　     電話　　（　　　）

           年　　月 　～     　　年　　月（　　年　　ヶ月）　　　　　　　　

ふりがな

候補者氏名 （　　 　 　　）歳

推薦理由（できるだけ詳しく）

子ども会名

住所・電話 市川市　　　　　　　　　　　     電話　　（　　　）

在会年数 　　　　　 年　　月　～　　　　　年　　月（　　年　　ヶ月）　　　　　　　　



令和2年 3月19日

「公の施設の使用料減額可否決定について」

ζ虫叢類二志良金租2生度広箆鳳ん裏支史支ふ新年度に役

員隻忽奈銭恋長急擾食i主必支次期箆嘉文は会長の方へお渡lζ

ください。

画型

O昨年度から減額の対象は団体ではなく、団体の活動に対し

ての減額となっております。

また、減額割合についても昨年同様5割の減額になります。

0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全国醍恋V~ゑl乙ま」立準後援買査法定通却叢及び書約書は、

護録思議及怠刻鳳支長際良県上必支援ゑエョ広之PJ)ムヱ

擁護会提丞民なま主主支よ豆長鹿V~V~友んま支旦

0今回配布した決定通知書及び書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

令和2年2月17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

市崎育委員長 ι
令和2年2月14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 令和2年4月1日~令和3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審j

備考

2不可とします。

(理由)

(教示)

く担当課> 青少年育成課

く整理番号> 2020-01 



令和2年2月1日

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 陥. こども会名 No. こども会名

中国分 45 たいよう 89 本行徳E丁目

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 真間 50 大町わかば 94 伊勢宿

7 若草 51 大野1丁目ひまわり 95 ルネ新行徳

自 市川|三本松 52 迎米 96 末広

9 つくし 53 大野三丁目 97 行徳ハイムサルビア

10 市川南 54 大野四寸目 98 塩焼五丁目かもめ

11 市川パーヴハウスうぐいす 55 南キッズ 99 塩焼二丁目とぴはぜ

12 大洲 56 あおば 100 塩焼3丁目ちどり

13 新田2・3丁目 57 市川パー初、イツ風の子 101 東行徳

14 新国4丁目 58 柏井3丁目団地虹 102 さくらんぽ

15 1¥ーヴシTイ市JI[ 59 柏井子ども会育成会 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 妙典子供ウラブ

18 根古屋 62 柏井第ニ支部 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

21 須和田1丁目 65 柏井連合よど川 109 新浜つぱめ

22 須和田第一 66 奉免 110 香取1丁目

23 宮久保台 67 大柏連合 111 香取2T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 曽谷第二 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1丁目

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 新固くるみ 76 第B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 ソフト告ウン

36 菅野西 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 東菅野ェ丁目さくら 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 市川市ジュニアリーダーサーウJレ

42 門前 86 ニ俣

43 南八幡ニ丁目 87 東原木

AA 1\ 世，..ご岡T配h~~Á 。。 豊富・t司恒.，守..:z.V.:be言寄 E骨e



様式第6号(第11条関係)

令和2年2月17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

氏名石井克己

連絡先 047-338-9014 

市)11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
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

使用施設・部屋名 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

施設使用日時 令和2年4月1日~令和3年3月31日

-市)11市公の施設使用料減額に関する準後援可否決定通知書又は市)11 

添付資料
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(様
式第2号)

， 

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誓約します。

(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。

令和2年2月17日

団体名市)11 

代表者石井克己
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