
令和３年３月１１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    亀 山 達 次 

 

 

令和２年度 第１１回 子ども会関係文書の発送について 

   

浅春の候、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１１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２年度 子ども会育成功労者表彰 依頼文・推薦書 

 

２．令和２年度 子ども会歳末助け合い募金 報告書・感謝状（社会福祉協議会、いちされん） 

 

３．令和３年度 市有バスの運行について 

 

４．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２－２０－２ 

            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：室岡、長田） 

 



令和３年３月１１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   亀 山  達 次  

 

令和３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。 

 なお、表彰につきましては、新型コロナウイルス感染状況等、社会情勢により延期・中止等とな

ることもございます。予めご了承くださいますよう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３年５月１５日（土） 

        令和３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   

 ⑴ 育成会員２名まで 

 ⑵ 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。 

 ⑶ 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   

 ⑴ 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。 

 ⑵ 別紙推薦書に必要事項を記入し、３月３１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：〒272－0023 市川市南八幡２－２０－２ 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：長田) 

        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　　　  亀山　達次　　様

「子ども会育成功労者表彰」候補者 (令和３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

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）　　　　　　　　

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）　　　　　　　　

令和３年　　　月　　　日

令和３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３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

推
薦
人
Ⅰ

子ども会

　　　　　　　　　　　　　　印

市川市

（　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　

推
薦
人
Ⅱ

　　　　　　　　　　　　　　印

市川市

（　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　



　　　子ども会育成会長　様

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

・本年度期間内受付分

令和3年3月11日

市川市子ども会育成会連絡協議会

会　長　　　亀山　達次

　　　　　令和２年度 子ども会歳末助け合い募金の報告について

　昨年１２月に実施いたしました子ども会歳末助け合い募金につきましては、新型コロナウイルス

のため、例年とは違う形となりましたが、ご協力により下記の通り浄財が寄せられました。厚く御

礼申し上げます。なお、集まった募金は例年と違い、贈呈式をせずに市川市社会福祉協議会へ委託

いたしましたのでご報告させていただきます。最終的に募金は市川市社会福祉協議会から特定非営

利活動法人「いちされん」に寄付され、地域福祉に役立てられました。

　つきましては、別紙「感謝状」も併せてご覧ください。

【令和２年度　子ども会歳末助け合い募金団体別募金一覧】

団体名 金額（円）

中国分 6,500

市川南 2,000

新田２・３丁目 5,700

新田４丁目 2,000

白幡 5,000

門前 5,000

中山 3,000

本行徳四丁目 2,786

新井 499

北国分堀之内 4,501

第８地区子ども会 10,000

令和２年度募金（令和元年度市川市社会福祉協議会委託分）

総合計　　56,443円　

つくし 5,000

総会新年懇親会残金 4,457

合　　　計 56,443







                               令和３年３月１１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   亀 山  達 次 

 

 

令和３年度の市有バス運行について 

 

 

 

 春寒の候、各子ども会におかれましては、ますますご健勝のことと推察いたします。日頃

より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。 

 さて、「令和３年度の市有バス運行について」市川市より連絡がありました。 

 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、令和２年度の市有バスの運行を見合わせてい

るところですが、感染の沈静化の見込みが立っておらず、令和３年度の市有バスの運行につ

きましても、引き続き休止することが考えられますので、予めご承知おきください。 

 また、市有バスは大型バス２台、中型バス１台、マイクロバス１台の計４台がありますが、

大型バス２台については、老朽化による廃車が予定されています。 

 そのため、以下の２点についてご理解いただけますよう、お願いいたします。 

 ① 新型コロナウイルスの感染状況が収束傾向にない場合は、令和３年度も引き続き運行

が休止となること。 

 ② 運行が再開された場合でも、大型バス２台については利用できないこと。 

 

 何とぞ、ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 



令和３年３月１１日 

 

「公の施設の使用料減額可否決定について」 

 

この書類一式は令和３年度に使用しますので、新年度に役

員等の交代がある場合は必ず次期役員又は会長の方へお渡し

ください。 

 

 

注意事項 

○令和元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、減額割合については昨年同様5割の減額になります。 

 

○毎年各施設で行う団体登録は例年通り行ってください。 

 

○今回配布いたしました準後援可否決定通知書及び誓約書は、

登録申請及び利用する際には、必ず持参（コピー可）して

施設へ提示いただきますようお願いいたします。 

 

○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。 





令和3年1月13日

№ こども会名 № こども会名 № こども会名

1 中国分 45 たいよう 89 本行徳２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

8 市川三本松 52 迎米 96 末広

9 つくし 53 大野三丁目 97 行徳ハイムサルビア

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 塩焼二丁目とびはぜ

12 大洲 56 あおば 100 塩焼３丁目ちどり

13 新田２・３丁目 57 市川パークハイツ風の子 101 東行徳

14 新田４丁目 58 柏井３丁目団地虹 102 さくらんぼ

15 パークシティ市川 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

21 須和田１丁目 65 柏井連合よど川 109 新浜つばめ

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 菅野西 80 クローバーキッズ 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

42 門前 86 二俣

43 南八幡三丁目 87 東原木

44 八幡下町ゆうづる 88 第１１地区子ども会育成会

市川市子ども会育成会連絡協議会登録団体一覧


	00　【2020年度】文書発送第11回かがみ
	1　市子育連育成功労者表彰について
	　 市子育連育成功労者推薦書

	2　【2020年度】募金集計結果
	　感謝状

	3　【2020年度】市有バス運行
	4　【2021年度用】公の施設の使用料減額可否決定について
	　準後援可否決定
	　市子育連登録団体内訳




