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HP◆http://www.hosoeku.com/     みんなの細江 あいさつを交わして つなぐ地域の輪 人の和

　　　＜令和3年度(2021年度） 細江区役員組織表＞ ～ 今年度も ご支援ご協力の程 よろしくお願いいたします ～

自主防災   交通安全  交通安全協会
   会長   推進委員 　地区委員

部 長 後藤 美由紀
会 計 加藤 映美子
副 谷内 一美 稲葉 明子 西谷 直美

広 報 藤田 郁夫 郷野 由美子 池田 三郎

村田 恵美
大井 理恵子

吉中 幸平 川村 智子
鈴木 由春 鈴木 克代

山内 奈緒美
田中 恵子

吉田 佳代子
中島 清香
大澤 恵子
久保田 静代
大石 由美子
内藤 治美
土屋 知香枝
鈴木 友紀子

杉山 康郎 寄  子 主任児童委員
望月悌司郎 後  原  千葉 國武  山本 朋代

 （青池）  (西福田)

  事 務 局　 ：久保田 伸幸 　　　　《細江コミュニティセンター》 大石 恵子、池田 美穂、三浦 茂巳、藤田 政己  牧之原少年警察協助員：絹村 智昭(青池)

　　　　顧 問：赤堀 康彦 （時ケ谷）    　　区 長：石 神 壽万治（青 池） 　　　 区長代理：中山 道博（西福田）　・藤田 芳夫（時ケ谷）

役 　割 氏 　名 町内会 町内会 町内会長 文化部委員 女性部委員 地域支援員 民生児童委員
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木村 友昭 東福田
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大石 昌浩

荒木 繁明

田中 岩男
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曽根 美次

鈴木 章文

川村 太巳夫

粂田 勝久
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大石 祥行
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横山 綾子

神谷 哲夫

奥山 英明

田代 丈晴

山崎 一好

大石 信夫

平野 利幸

粂田 正浩

紅林 康雄

庄司 正義

池田 康広

谷澤 和俊

橋本 里美
中山 久代

粂田 祐美子
落合 弘子

大石 正夫

田村 京子

中村 美千子

良知 和弘

大石 貴美子

内海 賢次

辻 昭哉

加藤 豊久

藤田 隆之

山村 武次

西谷 一範

鈴木 祥宝

門田 俊夫

松下 和稔

服部 徳治

横山 光明

山本 洋和

村田 正人
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大井 秀
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鈴木 武

伊藤 睦子

山田 正夫

田中 和子

藤田 光代

八木 美惠子本間 和幸

白石 良貴

奥野 正志

 交通安全協会会長

中山 修

柴田 義実

庄司 光幸

櫻井 茂之

山田 博孝

八木 岩夫 加藤 久雄

比嘉 勇人

杉山 晴夫

松浦 邦彦

安間 公夫

藤田 由紀

鈴木 義彦

秋野 邦雄

松浦 富雄

新町内会長さん、新役員さんを

迎えて新年度がスタートしました。

コロナ禍で厳しい状況ですが、区の諸行事に

区民の皆さまが積極的に参加できる土壌づく

りをして、「参加して良かった、楽しかっ

た！」と言って頂けるように役員の方々と共

に準備を進めて参ります。ご支援・ご協力の

ほど、よろしくお願い申し上げます。

区長をお引き受けして２年

目となりました。新しい年度に

なりましたが昨年同様、毎日のようにコロ

ナの話題が紙面を賑わしています。延期や

中止と、色々な行事がウィルスに翻弄され

た令和２年度でした。今年は課題を精査し、

一歩進めた安心安全な事業の実現を目指し

てまいります。精一杯務めさせて頂きます。

皆様のご協力を宜しくお願い致します。

世の中、年度が変わってもまだコ

ロナウイルス感染の減少の兆しが見え

ません。この先、予防接種が進めば感染は減少

方向に向かうと考えます。私たちは、「人に感

染させない 自分自身も感染しない」為に、出

来得る対策を忘れずに行動していきましょう。

今年度も区の行事が色々有りますが、今年度こ

そコロナの影響を受けずに実現できる事を願っ

ています。区長、評議員を補佐し活動して参り

ますので、ご協力をお願い致します。

- 土壌づくりに邁進 -

区長代理 中山 道博

- 新年度を迎えて-

細江区長 石神 壽万治

－ 他役員の補佐役にまわって －

区長代理 藤田 芳夫

総務部２年目を務めさせて頂

きます。昨年度は広報として「細

江区だより」の編集、諸会合の議

事録作成などを担当致しました。

本年度は総務部長として、区の各事業、行

事を皆様の協力を得て、円滑な運営のため、

区役員と共に取り組んでいきたいと思いま

す。ご支援ご協力をお願い致します。

総務部長 枝村 八郎

昨年に続き教養部を担当いたしま

す。教養部において最大のイベント

である芸能祭が、コロナウイルスの

関係で昨年度に続き今年度も中止となりまし

た。従って、教養部として今年一年は、文化

部による文化展の開催を感染防止対策を中心

にフォローしていきます。『「安心・安全」

な文化展』開催を目標に、役員の皆さんのご

協力を得ながらサポートしていきますので、

よろしくお願い致します。

教養部長 只井 三好

環境部長 藤田 祐司

今年の４月から環境部２年目とな

ります。昨年は、コロナウイルス感

染症の発生により、３町内会のみで

行われた区内一斉清掃。一ノ谷・二ノ谷の環境

整備事業及び、細江前浜海岸の清掃。そして、

『住み易い細江』を目指して、区内の官地の草

刈り作業など皆様のご協力のもとで住環境を整

備して参りました。今年度も、副部長と連携し

昨年以上に頑張りたいと思います。皆様のご協

力とご支援をお願い致します。

福祉部長 荒木 繁明

『楽らくクラブ』の企画運営サポート

が主要活動となる福祉部を担当して、2年

目となります。現在35名の会員の方がおり

ます。コロナ禍での活動はなかなか思うように

いきませんが、女性達の若々しいパワーで元気づ

けられています。会員数が減少している中、会員

確保に少しでも協力できればと考えております。

そして、今年度も『楽らくクラブ』を更に盛り上

げていけるよう努力させていただきます。どうぞ

これからも、ご支援ご協力をお願い申し上げます。

文化部長 池田 昭夫

昨年度に続き、文化部を務めさ

せて頂きます。前年度はコロナの影

影で残念ながら文化展を開催できませ

んでした。本年度は文化展を開催する方向で進

めてまいりたいと思います。文化展を成功させ

るべく区役員、実行委員の皆様のお力をお借り

して、一致団結し細江区文化展を成功させたく

思いますので、どうぞご協力を宜しくお願い致

します。

令和3年度交通防災部長を担当さ

せていただきます。交通部門におい

ては、皆様が交通ルール及び交通マ

ナーを守り、交通事故に合わないよう交通安

全運動に参加させていただきます。防災部門

においては、日ごろから皆様が防災意識を高

め防災訓練に積極的に参加していただき、災

害を最小限に抑える事ができるよう防災活動

を行っていきます。交通安全意識及び防災意

識向上に貢献できるよう1年間活動させてい

ただきますので、皆様のご協力をお願い致し

ます。

交通防災部長 木村 友昭



収入金額 20,545,976 収入金額 21,942,100
支出金額 17,879,346 支出金額 21,942,100

差引残高 2,666,630 （次年度繰越金） 差引残高 0

 　　　≪  収入の部　≫ 　　≪　収入の部　≫ 単位：円

会　費 8,903,000 各町内会費・区内企業等からの区会費 会　費 8,939,000 36,000
補助金 4,566,980 補助金 4,514,080 -144,800

助成金 206,300 清掃活動機材借上げ料 助成金 150,000 0
受託料収入 2,585,000 コミュ二ティセンター等の管理受託金 受託料収入 2,578,000 -7,000
防災・環境費 0

2,894,390 第2分団費　自治会保険 2,894,390 0

雑収入 158,506 コピー代 雑収入 200,000 0
繰越金 1,231,800 繰越金 2,666,630 1,434,830
収入合計 20,545,976 収入合計 21,942,100 1,319,030

 　　　≪  支出の部　≫ 　　≪　支出の部　≫ 単位：円

会議費 0 一般会議費・特別会議費 会議費 440,000 -210,000
事務所費 8,276,465 事務所費 8,467,000 10,000

土木費 233,760 井堰水門管理他 土木費 280,000 0
一ノ谷等環境整備

保健福祉費 1,957,357 文化教育・地区社協・自治会保険 保健福祉費 2,849,390 -50,000
自治振興費 5,533,062 第2分団費・自治振興費交付金等 自治振興費 7,081,000 857,700
広報公聴費 132,000 区だより印刷費 広報公聴費 132,000 0
交際費 47,000 祝儀等 交際費 80,000 0
諸費 1,299,702 報償費・リース代・雑費等 諸費 1,240,000 -240,000
積立金 280,000 自治体基金等 積立金 280,000 0
予備費 120,000 人吉市へ義援金 予備費 1,092,710 951,330
支出合計 17,879,346 支出合計 21,942,100 1,319,030

  金　　額 前年予算比

消防費・自治
会保険

科　　目   金　　額 前年予算比

科　　目

人件費・旅費・事務所諸経費・施設負
担金・通信費等

　　　　　　令和2年度　細江区収支決算書

単位（円）

科　　目   　　金　　額 内　　　　訳

市からの補助金（区運営費及び事務費
防災関係補助金他)

消防費・自
治会保険

単位（円）

科　　目 　　 金　　額 内　　　　訳

令和３年度 細江区収支予算

主な事業 開催日
４月 交通安全立哨 9日(金)

令和３年度総会（事業計画・予算） 11日(日)
あいさつ運動実行委員会 27日(火)

５月 あいさつ運動 7日（金）
細江区内一斉清掃 9日(日)
楽らくクラブ開講式 21日（金）

６月 土砂災害防災訓練 6日(日)
あいさつ運動 11日（金）
一ノ谷環境整備 13日(日)
評議員・町内会長視察研修
　　　　　　　　〃

７月 あいさつ運動・交通安全立哨 1日（木）
菅山区との交流会 25日(日)

８月
９月 総合防災訓練 5日(日)

三地蔵尊供養 17日(金)
あいさつ運動・交通安全立哨 21日（火）

１０月 あいさつ運動 8日（金）
細江区芸能祭準備 16日(土)中止 
細江区芸能祭 17日(日)中止

１１月 あいさつ運動  5日(金)
細江前浜海岸清掃 14日(日)
細江区文化展準備 19日(金)
細江区文化展 20日(土)
　　　　〃 21日(日)

１２月 地域防災訓練 5日(日)
二ノ谷環境整備 12日(日)
あいさつ運動・交通安全立哨 15日(水)

１月 あいさつ運動 7日(金）
２月 あいさつ運動 10日(木)

楽らくクラブ閉講式
３月 あいさつ運動 11日(金)

津波避難訓練 11日（予定）
会計監査・役員交代引継ぎ 24日(木)
細江区役員お別れ会 27日(日)

令和３年度 細江区事業計画

オリンピック開催の関係で、祝日が移動します！

名　　　称 日　　　付 移　　動　　先

海の日 7月19日（月）  ⇒７月22日（木）
 ⇒８月８日（日）
   ９日（月）は山の日　
　　　　　　 振替休日

スポーツの日 10月11日（月）  ⇒７月23日（金）

(出典　：　首相官邸ＨＰ）

山の日 8月11日（水）

ご存知ですか？ 祝日移動

次号の「細江区だより」

は7月発行です

令和3年度細江区総会が4月11日に開催され、今年度事業計画案及び予算案

が承認されました。（写真上）また、4月18日には評議員町内会長会議が開催

され、石神区長から各町内会長に委嘱状が交付されました。（写真下）

細江区総会 ＆ 評議員町内会長会議

コロナウイルス感

染状況により、今年

度も細江区事業計画

が変更になる可能性

がございます。

計画の変更は、「細

江区だより」でその都

度お知らせ致します。

🔎 細江区あいさつ運動とは

「細江区 ありがとう あいさつ

声かけ運動」の略称です。

あいさつ運動実行委員会の新年度

会議が、4月27日に小中校長先生やＰ

ＴＡの方々と区の役員、総勢35名が

出席して開催されました。講師とし

てお招きした、牧之原警察署 生活安

全課の渡邊崇彦課長(写真中央）が

「地域の治安状況と防犯活動」と題

して話をされました。また招待者か

らは、あいさつ運動が形骸化しつつ

あるとの指摘もありました。出席者

は、形骸化を防ぐために率先して大

きな声であいさつを交わしていく決

意を新たにしました。（写真は加工し

てあります）

あいさつ運動

「細江セミナー」学級生募集！（随時受付）
細江区の皆さんの交流の場として生涯学習を推進。

体験学習、料理教室、ハイキングなど計画実施を通して仲間づくりを進めます。

＜申し込みは、細江コミュニティセンターへ＞

☎ ２２－７１９５ 細江区教養部

軒先運動の先駆者であ

る小泉博生さんが、17

年間の想い出を語った。


