
 
《顧 問》木谷久美子（河内小学校長）・寒竹新二（岩国西中学校長） 
《会 長》山本孝夫（南河内地区自治会連合会長）    
《副会長》笹川五月・穐本光枝 
《監 事》小幡正道・岡田知之 

福祉対策部 
《部長》笹川五月 《副部長》山本正江 
《部員》神本 敏・岡田知之・藤島克明・山本宏實・高木栄子・今﨑ミサコ 

池上則之・重岡悦子・光野邦枝・山本慧子・山須照三・貴船早苗 
河野みどり・藤村 裕・藤中義生・（穐本光枝） 

環境衛生対策部 
《部長》横道利充《副部長》小幡正道 
《部員》河村 勲・田中久美・大藤輝美・坂本純子・藤嶋秀子・横井章二 

大杉澄子・宮川邦子・藤井奈生弥・山下はるみ 
文化体育振興部 

《部長》勝井清志《副部長》山本 守 
《部員》村上 傳・水野 惇・光野英治・弘中直幸・桑田義三・早川ノリエ 

山本知賀子・田中美佐子・坂本武人・早川 博・小泉寛治・岡田昌次 
芦岡謙一・長田啓子・福山武志・廣中信子 

交通防犯部 
《部長》森重典夫《副部長》貴舩一美 
《部員》穐本軍一・美村典澄・福山新吾・大中 操・重岡巳代之・武田則子 

内野公訓・宮本義明・森田 徹・横道啓二 

福祉対策部 
 ①敬老会行事(自治会と共催) 

  ９月 20日（月）10時 30分～（受付 10時）                               

  場所 中央公民館南河内分館    

 ②在宅福祉サービス運動の推進                                                       

  在宅寝たきり老人へのお見舞い      

 ③ふれあいいきいきサロン                                

  寺山いきいきサロン（寺山地区）                      

  いきいきサロン寿（福祉対策部） 

 

環境衛生対策部 
 ①錦川清流線南河内駅周辺整備 

  南河内駅周辺及び桜公園草刈り等共同作業 

  １回目 ６月 13日（日） ７時 30分～ 

  ２回目 １１月 7日（日） ７時 30分～ 

  （生活環境の整備） 

 ②平和公園（招魂場）及び土生消防車庫前駐 

輪場の清掃整備  

7月 25日(日)7時 30分～ 

   （雨天の場合は８月 1日）          

 ③地区内一斉清掃                                             

  地区住民総参加による環境整備を実施する 

  河内小学校のクリーン作戦に参加する                                                           

 ④ブヨ駆除事業                       

  自治会連合会が行う（３月～10月間８回実施） 

 ⑤ごみ分別研修、 

  リサイクルプラザ等視察      

 

文化体育振興部  
 ①納涼盆踊り大会 

  日時 ８月 13日（金）19時 30分～        

  場所 南河内運動広場（雨天の場合は体育館）                            

 ②南河内運動広場の清掃、草刈り  

  １回目 ６月 13日（日）８時 30分～  

  ２回目 11月 7日（日）８時 30分～      

 ③地区親睦球技大会 

  日時 １０月 17日（日）８時～ 

  場所 岩国西中学校（主会場) 

 ④体力づくり  

  １０月 11日（体育の日） 

南河内地区スポーツのつどいに参加 

 

交通防犯部 
 ①交通安全運動                    

  街頭指導   

  春、夏、秋の交通安全運動期間中及び 

毎月１日と 15日  

 ②カーブミラー等の清掃 

 （国道２号線沿いは除く） 

 ③交通安全の講習会 ９月予定  

 ④安全用品の購入 
  河内小へ交通安全傘の贈呈 

 ⑤防災訓練 

  消火器の取り扱い・救助耐震体験車等 

 

 

 

 

発行所  

南河内地区社会福祉協議会  

[事務局] 南河内出張所  
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℡４７－２００１ 

 

 

 

地域の皆様、常日頃から環境問題に対しての御協力ありがとうございます。

小学生はクリーン作戦として教育の中で取入れ、また、中学生は地域清掃 

活動に積極的に参加いただいております。 

ゴミの分別、資源回収等多くの課題を抱えておりますが、身近な事からの着

実な対応が結集して全体の協力で住み良い地域になることを期待して努力し

ます。今後ともよろしくお願いします。 

 

  

 

急速に進む高齢化の中で、地域福祉が必要とされている今日、私た 

ちは地域の皆さまや、福祉に携わる多くの方がたと協力し合いながら、 

誰もが安心して暮らすことができる地域社会づくりに努めてまいりま 

しょう。 

 

南河内地区の皆様には、平素より本校の教育ならびに学校安全ボランティア見守

り隊としてご協力いただきありがとうございます。地域の方の温かいご協力で子ど

もたちの知的な学びのみならず、豊かな心も育てていただいています。 

 本年度児童数が５４名となりました。毎年減尐しておりますが、子どもたちは、

みんな明るく元気いっぱいに学校生活を送っています。本年度も「たくましい河内

っ子」を教育目標に掲げ、地域の自然や人々と関わる体験活動など、地域に根ざし

た教育を進めてまいりたいと思います。 

 また、地域の方に出会ったら自分たちから元気な声であいさつをしようという、

あいさつ運動も進めています。今後ともご支援をどうぞよろしくお願いします。 顧問 河内小学校 

校長 木谷久美子 

顧問 岩国西中学校 

校長 寒竹新二 

本校では、「自分が好き、仲間が好き、学びが好きな生徒の育成」をめざし、教育活

動に取り組んでいます。 

本年度は、「学ぶ力の育成」を図るため、「学び合い学習」を本格的に導入しました。

また、「ルールに守られた安心感のある学校づくり」・「お互いを認め合う学級づくり」・

「特別支援教育の充実」により、支持的風土を醸成しているところです。 

学校の日常のようすを地域の皆様にご覧いただくため、①６月７日～11日、②11 月

16 日～19 日、③２月 14 日～18 日（いずれも 8:30～16:30）の３回にわたり、学校公

開週間を設けさせていただいております。皆様のご来校をお待ちしています。 

 今後も本校教育活動へのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 
交通防犯部長 森重典夫 

 

今年も例年通りの行事を計画しております。 

主な行事は納涼盆踊り大会です。今年多数の景品を用意しております。 

地域出身者の親戚、御友人の方にお声をかけていただき多数の参加をお願 

い致します。 

南河内駅草刈、親睦球技大会など地区のふれあい行事に、部員一同精一杯

頑張ります。 

 

 今年は、ここ数年尐なかったほたるがたくさん飛ぶようになりました。自然 

の営みが回復するには長い年月を要します。カエルが歌い、ホタルが舞い、卵の 

花が咲く夏の思い出が、これから先もずっと続く河内の里でありますように。 

人と人、人と自然の「変化に気付き合う」ことが事件や自己を防ぐ小さな一歩

となると思います。県内では年配者の交通事故死が増えています。注意喚起に役

立つ標語の作成を今年も続けて考えたいと思います。 

文化体育振興部長 勝井清志 

 

 

南河内地区社会福祉協議会 

会長 山本孝夫 

ごあいさつ   

南河内地区社会福祉協議会会長 山本 孝夫 

 平素より南河内地区社会福祉協議会にご協力ご支援を

賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、６月２日開催いたしました総会により、役員及び

事業計画が決まりました。平成２２年度も新役員とともに

明るく住みよい地域づくりをめざし福祉の向上に努めた

いと思っております。 

本年度は、会員さんの新旧交代が１３名おられました。 

新たに会員になられました皆さん、今後ともよろしくお

願いします。 

今年も早速「駅の草刈」「平和公園の草刈」に始まり「盆 

踊り大会」「敬老会」「地区親睦球技大会」と続き、忙しく

なりますがよろしくお願いします。 

最後に、この度退任されました皆様、長い間ご苦労様で

した。今後ともご指導ご協力を賜りますようお願い申し上

げます。     

 

 

 

 

 

 

環境衛生対策部長 横道利充 

 

福祉対策部長 笹川五月  

 

 

裏面 



（収入の部） (単位　円）

科　目 予算額 決算額 （収入の部）

前年度 科　　　目 金　額

繰越金 952,373 952,373 繰越金 866

会　費 557,000 557,000 1,000/世帯 560,000 社会福祉協議会（寄附）167,100

社協交付金 150,000 136,980 地区社協推進費（30円/人+30000円）） 46,980 助　成　金 90,000

助成金 敬老会助成金（市社協）  1,000円/人                   90,000 盆踊り寄附（当日） 145,000

市補助金 0 0 地域福祉活動補助金（20年度よりなくなった） 0 貯金利子 24

繰入金 0 0 0 計 402,990

寄附金 200,000 243,000 一般寄付 30,000 （支出の部）

敬老会寄附金 13,000 科　　　目 金　額

香典返し 100,000 会　議　費 0

火事見舞い御礼 100,000 ﾃﾝﾄ、脚立ほか

雑　入 40,627 41,346 預金利息 546 賞品・景品 167,159 お菓子、

錦川鉄道から                       28,800 ジュースほか

その他(敬老会酒処分、南河内子ども教室よりインク代） 12,000 消　耗　品 18,740 輪ゴム、紙ﾃｰﾌﾟ、千代紙、氷ほか

計 1,900,000 1,930,699 印　刷　費 6,260 新聞チラシ1800枚3670円、ポスターほか3６00円

（支出の部） （単位　 　円） 通信運搬費 3,250 礼状

科　目 予算額 決算額 練習飲料代、お礼、交通費ほか

会議費 20,000 11,510 総会・役員会経費 11,510 雑　　　費 22,456 運動広場夜間照明料.

事業費 1,056,000 774,581 環境衛生対策費 69,672

　 南河内駅前管理委託 60,000 謝　　礼 90,000 藤村電気、岩国音頭、民踊部

　 南河内駅前草刈、清掃 4,800 そ　の　他

　 平和公園清掃 4,872 計 307,865

　 市ごみ処理施設見学等 0 402.990円-307865円=95.125円(盆踊り特別会計通帳へ90.000円繰入)・盆踊り通帳残高５１２５円

福祉対策費 511,421 盆踊り（特別会計）　　　　　　　　　　　　　婦人会より引継ぎ

 　敬老会助成金 376,721 科　　　目 収入(円） 支出(円） 　　　　　　適　　　　　用

　 在宅福祉事業 0 繰越金 754,269

 　ふれあいいきいきサロン（300円/人） 104,700 繰入金 90,000 盆踊り精算金

 　青少年育成助成金（南河内子供会） 30,000 貯金利子 256

文化体育振興費 189,498 その他 50000 岩国音頭ＣＤ作成助成金

　体力づくり 0 計 844,525 794,525

　南河内運動広場の清掃等 2,402

　地区球技大会 77,096

　盆踊り大会 90,000

　地区市民スポーツのつどい 20,000 （収　　入）

交通防犯対策費 3,990 科　　目 金　額

　 交通安全関係（河内小へ交通安全傘の贈呈） 3,990 市社協補助金 90,000 1,000円×９０人

事務局費 40,000 47,435 事務用品等 47,435 寄　付　金 13,000 地区民生児童委員協議会様・高木秀雄様(行正）　

予備費 784,000 50,000 掲示板（行正自治会） 50,000 地区社協助成金 267,721

（繰越金） ※1,930,699－883,526＝1,047,173円は22年度へ繰越 そ　の　他 6,000 祝い酒の処分

計 1,900,000 883,526 収入合計 376,721

（支　　出）

収　 入　 の　 部 （単位　円） 科　　　目 金　額

科　　　　目 予　算　額 決　算　額 117,000 弁当・1,300円×90個　参加者用

前年度繰越金 330,105   330,105   48,100 弁当・1,300円× 37個　役員、来賓等用

会　　　　　費 445,600   445,600   事　業　費 20,475 紅白まんじゅう

雑　　　　　入 1,295 176 150円×１５０個 全対象者、来賓等用

計 777,000   775,881   26,400 酒・　220円×120本　参加者、来賓等用

支　 出　 の　 部 （単位　円） 113,400

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 11,376 弁当用茶

薬剤費 450,000   504,000   1,847 茶菓子

消耗品 20,000     10,651     謝　　礼 33,960 出演者への記念品代、児童お礼（菓子）

事務費 7,000      5,000      事　務　費 4,163 飾り付け花代、靴用袋、紙コップ、菓子袋ほか

予備費 300,000   
計 777,000   519,651   支出合計 376,721

※　収入合計　775,881円－支出合計　519,651円 ＝256,230円（２２年度へ繰越）

計366,230円22年度へ繰越

   ○石丸武様（上田）  ○日光寺様(寺山）

  ○地区民生児童委員協議会様  ○高木秀雄様(行正）　

  ○鈴山浩様（角）   ○小川久代様(行正）　

  ○穐本勲様(上田）  ○平本晃様（寺山）

  ○屋祢本静恵様(入野）

 　 謹んで厚くお礼を申し上げます。

南河内地区社会福祉協議会負担金

300円×557世帯

63名から寄附

適　　　　　用

　　　　　　内　　訳

　　　　　　内　　訳

　　　　　　　　　　摘　　　　　要

２１年度ブヨ駆除会計決算書
摘　　　　　　　　要

[敬老会寄附]

[香典返し]

ｾﾛﾃｰﾌﾟ､ﾏｽｸ、ﾋﾞﾆｰﾙ手袋ほか

薬分配用飲料代ほか

　　薬22,4月現在5,5袋残り、金額に換算して110,000円2回分を繰越す

[火事見舞い御礼]

平成21年度社会福祉協議会会計決算書　

[一般寄附]

800円/世帯数

利息

ﾃﾞﾐﾘﾝ水和剤１kg×２４　

摘　　　　　要

平成21年度納涼盆踊り大会決算書

（単位　円）

（単位　円）

欠席者記念品・420円×270個　菓子詰合せ

平成２１年度 敬老行事収支決算書

　　　　　　　　適　　　　　　用

新聞折込代４６７０円
（中国400枚、読売1000枚、北・中国３００枚）

下記にご寄附御

平和公園（忠魂碑）の草刈清掃7/27

運動広場の清掃

6/14･11/1

親睦球技大会10/25

9/21（敬老の日）公民館にお

納涼盆踊り大会

南河内駅草刈清掃

6/14･11/1

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

準備体操

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

敬 老 会

選手宣誓 廿木ﾁｰﾑ


