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第１５回ＮＰО法人日本平成村通常総会を６月３０日に開催しま

した。今年の総会は、新型コロナウイルス感染防止のため、郵便によ

る表決で行いました。 

関係者のみで投票結果を審議する総会で、第１号議案「平成 31 年

度・令和元年度事業報告並びに収支決算について」第２号議案「令和

２年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について」第３号議案「財産の

取得について」いずれも原案どおり可決されました。 

投票結果は、正会員１２０名中、賛成６５名、理事長委任５５名、反対０名でした。議案の内容は以下の

とおりです。 

第１号議案 平成 31 年度・令和元年度事業報告並びに収支決算について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の部

項　　　目 金額（円） 明　　　　　　　　　　　　　　　　　細
前期繰越金 6,390,222
正会員会費収入 240,000 １２０口
賛助会員会費収入 831,000 ８１５口

特別会員会費収入 420,000
（株）ｴｺﾋﾟｱ平成300,000円、（株）こぶし街道100,000円、タイム技研10,000円、
三輪プレス工業10,000円

福祉有償運送収入 2,242,100 年間利用者２，５３１回
利用者負担金収入 65,680 各種講座等利用者負担金
学習センター委託料収入 24,383,000 管理委託料
学習センター使用料収入 729,652 施設使用料収入566,000円、冷暖房使用料収入112,600円、コピー使用料51,052円
図書館管理委託料収入 2,678,616 管理委託料
グラウンド管理委託料収入 967,560 管理委託料
補助金収入 33,781,639 巡回ﾊﾞｽ補助金30,841,711円、地域づくり支援交付金2,939,928円

寄付金収入 748,591
（株）ｴｺﾋﾟｱ平成500,000円、自治会連合会武儀支部125,000円、ｽﾎﾟｰﾂ振興会計
10,000円、社協武儀支部104,760円、匿名8,831円

その他事業収入 1,373,880
教育の森管理料198,000円、チケット販売手数料19,075円、各種委託料収入
1,156,805円

雑収入 170,202 貯金利息192円、自動車共済割戻金170,010円
物品販売収入 2,599,669 平成グッズ売上げ2,541,809円、夏祭りバザー等57,860円

合　　　　計 77,621,811
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▲川島京子さん画 

第１５回ＮＰО法人日本平成村通常総会を開催しました 

・Ｈ31年 4月～Ｒ2年 3月 武儀生涯学習センターの維持管理 
・Ｈ31年 4月～Ｒ2年 3月 グラウンド等運動施設の受付業務 
・Ｈ31年 4月～Ｒ2年 3月 関市立図書館武儀分館の維持管理 
・Ｈ31年 4月～Ｒ2年 3月 津保川地域巡回バスの運行 
・Ｈ31年 4月～Ｒ2年 3月 福祉有償運送の運行 
・Ｈ31年 4月～Ｒ2年 3月 日本平成村通信発行（毎月発行） 
・Ｈ31年 4月 13日 生活安全委員会開催 
・Ｒ元年 5月 1日 元号が平成から令和となる 
・Ｒ元年 5月 11日 武儀のむかし話ﾛﾏﾝｳｫｰｷﾝｸﾞ大会（計 2回開催） 
・Ｒ元年 5月 25日 ＮＰＯ法人日本平成村理事会開催 
・Ｒ元年 6月 9日 ササユリ祭り開催 
・Ｒ元年 6月 11日 生涯学習委員会開催 
・Ｒ元年 6月 13日 ＮＰＯ法人日本平成村監査開催 
・Ｒ元年 6月 14日 産業経済委員会開催 
・Ｒ元年 6月 18日 ＮＰＯ法人日本平成村総務委員会開催 
・Ｒ元年 6月 22日 ＮＰＯ法人日本平成村理事会開催 
・Ｒ元年 6月 26日 ＮＰＯ法人日本平成村総会 
・Ｒ元年 7月 7日 しあわせの気の森草刈り実施 
・Ｒ元年 7月 18日 産業経済委員会開催 
・Ｒ元年 7月 23日～8月 23日 いなかっ子クラブ（１６回開催） 

・Ｒ元年 8月 15日 夏祭り開催（津保川花火大会同時開催） 
・Ｒ元年 9月 10日 スマホ講座開催（計 4回開催） 
・Ｒ元年 9月 13日 津保川巡回バス運営協議会開催（計 2回開催） 
・Ｒ元年 8月 20日 生活安全委員会開催 
・Ｒ元年 10月 1日 産業経済委員会開催 
・Ｒ元年 10月 13日 ムーンライトコンサート共催 
・Ｒ元年 10月 25日 ＡＥＤ講習会開催 
・Ｒ元年 11月 3日 食と文化の祭典開催（マナメイド同時開催） 
・Ｒ元年 11月 10日 チャレンジ講座（ロケットストーブを作ろう） 
・Ｒ元年 12月 1日 平成祭り開催（道の駅） 
・Ｒ元年 12月 5日 ＮＰＯ法人日本平成村総務委員会開催 
・Ｒ元年 12月 9日 講座の開催（新そばを打って食べよう） 
・Ｒ元年 12月 7日 講座の開催（クリスマスツリーを作ろう） 
・Ｒ元年 12月 9日 講座の開催（手作りこんにゃくを作ろう） 
・Ｒ元年 12月 13日･14日 講座の開催（葉ボタンの寄せ植え） 
・Ｒ元年 12月 26日 認知症サポーター養成講座（粟野） 
・Ｒ2年 1月 12日 成人式集合写真プレゼント 
・Ｒ2年 2月 10日 認知症サポーター養成講座（多々羅・間吹） 
・Ｈ31年 4月～Ｒ2年 2月 ほがらかサロン（計 30回開催） 

平成 31年度・令和元年度事業報告 

平成 31年度・令和元年度収支決算報告 
収入の部

項　　　目 金額（円） 明　　　　　　　　　　　　　　　　　細
前期繰越金 6,390,222
正会員会費収入 240,000 １２０口
賛助会員会費収入 831,000 ８１５口
特別会員会費収入 420,000 （株）ｴｺﾋﾟｱ平成300,000円、（株）こぶし街道100,000円、タイム技研10,000円、三輪プレス工業10,000円
福祉有償運送収入 2,242,100 年間利用者２，５３１回
利用者負担金収入 65,680 各種講座等利用者負担金
学習センター委託料収入 24,383,000 管理委託料
学習センター使用料収入 729,652 施設使用料収入566,000円、冷暖房使用料収入112,600円、コピー使用料51,052円
図書館管理委託料収入 2,678,616 管理委託料
グラウンド管理委託料収入 967,560 管理委託料
補助金収入 33,781,639 巡回ﾊﾞｽ補助金30,841,711円、地域づくり支援交付金2,939,928円

寄付金収入 748,591
（株）ｴｺﾋﾟｱ平成500,000円、自治会連合会武儀支部125,000円、ｽﾎﾟｰﾂ振興会計10,000円、社協武儀支部
104,760円、匿名8,831円

その他事業収入 1,373,880 教育の森管理料198,000円、チケット販売手数料19,075円、各種委託料収入1,156,805円

雑収入 170,202 貯金利息192円、自動車共済割戻金170,010円
物品販売収入 2,599,669 平成グッズ売上げ2,541,809円、夏祭りバザー等57,860円

合　　　　計 77,621,811

▲１５回定期総会 
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第２号議案 令和２年度事業計画(案) 
並びに収支予算(案)について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出の部

項　　　目 金額（円） 明　　　　　　　　　　　　　　　　　細
福祉有償運送事業 4,129,677
福祉サービス事業費 5,980 乳幼児学級保険料2,520円、子ども用品リサイクル事業3,460円
巡回バス運行事業費 30,841,711

まちづくり活動費 4,171,457

事務人件費1,021,319円、津保川花火大会協賛50,000円、夏祭り経費246,336円、武儀体験プログラム経費
47,640円、ＮＰＯ通信印刷代248,240円、ありがとう平成経費1,494,063円、成人講座248,109円、くらしの
カレンダー委託経費340,550円、ホームページ作成経費65,541円、元号しあわせの架け橋笑顔コンテスト委
託経費409,659円

生活環境保全事業費 215,661
しあわせの気の森借地料10,000円、しあわせの気の森草刈り等事業6,000円、ササユリ保護育成会29,225
円、しあわせの気の森除草代170,436円

地域安全活動費 50,596 見守り隊関連経費50,596円
文化の伝承活動費 78,959 伝説ロマンウォーキング28,743円、ムーンライトコンサート補助金50,216円
スポーツ振興費 10,000 スポーツ振興補助金
生涯学習センター管理費 23,929,889
図書館管理費 2,075,602
グラウンド管理費 834,569
青少年育成活動費 235,376 成人式集合写真代19,702円、いなかっ子クラブ137,486円、青少年健全育成協議会補助金78,188円

ＮＰＯ管理費 943,738
人件費325,440円、通信費18,650円、消耗品・事務費等44,648円、法人県民税22,000円、諸会費負担金
17,000円、法人税等申告書作成業務手数料216,000円、退職給付引当金300,000円

67,523,215

令和２年度事業計画（案） 
生涯学習委員会 

NPO通信の発行 
武儀人材バンク（講座開催） 
情報基地武儀の設置と活用 
「武儀のむかし話ロマンウォークの会」運営 
スポーツの仲間づくり支援（補助金） 
「ムーンライトコンサート」の開催支援 
武儀青少年育成協議会支援 
成人式写真プレゼント 
食と文化の祭典の開催支援 

産業経済委員会 
武儀のイベント開催 
武儀体験プログラムの検討 
「しあわせの気の森」の整備 
農業・林業の支援 

生活安全委員会 
見守り隊パトロール 
武儀見守りネットワーク 
便利な地域内バス 
人の力を伸ばして生かそう 
要援護者家庭の除雪、通学路の除雪 
ササユリ保護育成 
花の寄せ植え等成人講座 

保健福祉委員会 
むぎファミリーサポート事業 
乳幼児学級応援事業 
買い物支援事業 
クリスマスグッズを作ろう 

事務局事業 
福祉有償運送の運行 
津保川地域巡回バスの運行 
ほがらかサロンの実施 
武儀生涯学習センターの維持管理 
関市図書館武儀分館の業務委託 
武儀地域内運動施設の受付業務 

 
 
 

令和２年度収支予算（案） 

科目 金   額 

経常収入   

正会員 会費 240,000 

賛助会員 会費 850,000 

特別会員 会費 300,000 

寄付金収入 2,217,000 

有償運送事業収入 1,200,000 

地域づくり支援交付金 3,090,000 

巡回バス補助金 29,785,000 

生涯学習センター委託料収入 24,848,000 

運動施設委託料収入 967,000 

図書館委託料収入 2,739,000 

生涯学習センター使用料収入 990,000 

その他事業収入 198,000 

受取利息収入 1,000 

物品販売収入 1,000 

雑収入 1,000 

経常収入合計 67,427,000 

事業費   

有償運送事業費 2,000,000 

福祉サービス事業費 100,000 

地域内バス運行事業費 29,785,000 

まちづくり活動活性化事業 1,102,000 

生活環境保全事業費 170,000 

地域安全活動費 170,000 

文化の伝承活動費 260,000 

生涯学習推進費 50,000 

スポーツ振興費 10,000 

生涯学習センター管理事業費 25,838,000 

図書館管理事業費 2,739,000 

グラウンド管理費 967,000 

青少年健全育成活動費 190,000 

事業費 計 63,381,000 

管理費   

事務局経費 724,000 

租税公課 22,000 

財産取得費 2,000,000 

管理費 計 2,746,000 

予備費 1,000,000 

経常収支差額 300,000 

前期繰越収支差額 10,098,000 

退職給付引当金 300,000 

次期繰越収支差額 10,398,000 

当期正味財産増加額 0 

前期正味財産額 10,098,000 

当期正味財産 合計 10,098,000 

 

第３号議案 財産の取得について 
(株)エコピア平成の株(1 口 5 株 250,000 円×８口＝

合計 2,000,000円分)を取得する。株取得の財源は、(株)
エコピア平成からの寄付金 1,000,000 円と(株)こぶし街
道からの寄付金 1,000,000 円を財源とする。 
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長引く梅雨で豪雨が今年も！！  

５０年、１００年に一度の豪雨と言われながら、

また今年もたくさんの雨が降り、たくさんの被害が

出ました。 

各自治会におかれましては、今年度の要望事項を

提出されたところもあるかもしれませんが、追加の

要望事項等が出ましたら、武儀事務所へお届けくだ

さい。緊急性等を検討し対応していただけると思い

ます。 

現在、皆さんご存知のように、 

① 若栗～粟野間が落石の危険があるため、一時

通行止めになり、多々羅の御立野方面への迂

回となっていました。 

② 大門～小宮間の「城山」が倒木により土砂が

崩れる危険があるため、当分の間信号機によ

る一方通行が続きそうです。 

津保川左岸道路の整備を要望  

かつて、多良木地内の道路が水没し、関～金山線が

不通になった時、バイパス道路の必要性が話題にな

りました。 

今回の被災場所も、同様にしっかりしたう回路が

ありません。今後自治会でも、生活道路の確保のた

めに要望をしていきたいと思っています。 

 

第５回小学校再編準備委員会  

６月３０日（火）１９時より、武儀事務所にて、

今年度最初の準備委員会が開催されました。新しく

役員になられた方々への委嘱状の交付後、吉田教育

長から、これまでの準備委員会の取り組みへのお礼

や合併後を見据えた教育の在り方について話があり

ました。 

また、各担当者からはコロナ禍の中でも、令和３

年４月の「武儀小学校」の開校に向け順調に閉校・

開校に向けた取り組みが進んでいることが報告され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自 治 会 武 儀 支 部 の 動 き 

防 災  ア  レ コ  レ  

この度、県内及び九州北部地域における豪雨災

害で被害に遭われた皆さまには心よりお見舞い申

し上げます。 

２年前津保川が氾濫し、上之保や武儀地域が被

災した事を思い出します。テレビのニュースを見

ながら、またこの地域であのような災害が起きた

らと思うとぞっとします。 

今、私達にできる事は何でしょうか、または、し

なければいけない事は何でしょう。 

例えば、 

・非常持ち出し袋の点検 

・食料の確保 

・避難所、避難できる場所への経路の点検 

・三密を防ぐため、避難所以外の場所を確保して

おく 

・避難指示が出たら速やかに避難する事 

などが脳裏に浮かんできます。災害が起きてか

らでは遅いです、今の内に準備をして下さい。 

※避難される住民の皆さんは、新型コロナウイ

ルス感染予防対策のため、マスクや体温計のご準

備をお願いします。 

自治会連合会武儀支部では住民の皆さんが速や

かに避難できるよう、自治会長さんを対象に緊急

連絡網による伝達訓練や、避難所の開設訓練を実

施しました。（７月２９日夜間実施） 

また、８月２１日の第２回自治会長会では、地域

防災計画について、重点的に審議をお願いする予

定です。 

道の駅平成の「気の森」の草刈り実施  

７月５日（日）６時より、NPO

日本平成村の理事として自治会

本部役員は１時間ほどの草刈り

に参加ました。地域の宝である

道の駅平成や気の森周辺の環境

整備に努めました。 
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今年の梅雨は、ホーーーーンっとに長かったですねー！！江坂が武儀

に移住してから、3回目の夏ですが、そのうち 2回も豪雨に見舞われて

います。 

梅雨と言えば、シトシト雨が降るようなイメージでしたが、近年環境

がガラリと変わってきたのでしょうか？この調子ですと、7月は雨量が

多いことを前提に作付けしていかなければいけないな～なんて感じて

います。 

除草活動にご協力いただき 

ありがとうございました 

 

 7月 5日（日）、「しあわせの気の森」の

除草作業を行いました。30 名の方にご参 

加いただき、整備

することができ

ました。 

ご協力ありがと

うございました。 

フィットネスルームの利用について 
新型コロナウイルス感染症対策のため、下記

の利用条件を守ってご利用ください 

 

⚫ 1度に入室できるのは 5名まで 

⚫ 利用は 2時間まで 

⚫ カウンターで「入場同意書」に毎回記入する 

⚫ 利用時は窓を開ける 

⚫ 体調不良の場合は利用しない 

さてさて、パッションフルーツですが、6 月中に 30 度以上の猛暑日

が続いたことや、7月中の長雨の影響により、大不作の予感がしており

ます・・・（泣）。 

順調に育っていたパッションフルーツでしたが、江坂が目視で確認し

ただけでも 800個の花が雨によって落とされました。 

パッションフルーツの花は一日花なので、咲いたその日のうちに受粉

しなければ結果することはありません。 

雄しべの花粉が雨に濡れると受粉が失敗するほか、雨や曇りの天候で

は、雌しべの受粉能力が低下してしまうため、人工授粉しても結果する

ことはほぼないのです。 

それでも、今年の過酷な天候のなか実ってくれた「奇跡のパッション

フルーツ」たち。完熟まで大切に、大切に育てたいと思います。 

収穫は、8月下旬ごろ。果実販売場所は、そばのカフェおくど（関市下之保）を予定しています。 

このまま無事に完熟してくれますように！ 

▲快晴を待ちわびた 

パッションたち（7/16） 

▲〇の部分が雨の影響で受粉失敗… 

 

▲奇跡のパッションフルーツ 5 兄弟 
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社会福祉協議会武儀支部活動方針決定 

令和 2 年度関市社会福祉協議会武儀支部総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面表決

で実施いたしました。書面表決は、令和 2 年 4 月 28 日必着で、平成 31 年度の事業及び決算報告、令和 2

年度の事業計画及び予算案並びに任期満了による理事の選出を提案し、評議員 53名全員の同意をいただき

決定いたしました。今年度は、各活動が大きく制約されますが、コロナに負けない支えあいの地域福祉活動

に取り組んでまいります。 

なお、選出された理事による理事会を令和 2年 6月 16日に開催し、関市社会福祉協議会武儀支部会則に

より支部長を始め各役員を選出いたしました。 

新任役員は下記のとおりです。（任期は令和 4年 3月 31日まで） 

役職名 氏   名 住 所 電話番号 選出母体等 

顧  問 成 戸 宏 二 西 洞 49-2560 学識経験者 

支 部 長 打 田 克 弘 上 野 49-2639 学識経験者 

副支部長 酒 井 能 道 大洞町 49-2613 民児協会長 

〃 (書記) 多 治 見 正 彦 大洞町 49-2282 学識経験者 

会  計 堀 江 和 臣 岩山崎 49-2115 学識経験者 

理  事 三 輪 一 夫 大 門 49-4838 民生委員児童委員 

〃 長 尾 美 智 子 粟 野 49-2507 民生委員児童委員 

〃 増 井 賢 一 戸 丁 49-3492 自治会代表 

〃 和 座 豊 秋 粟 野 49-2678 ＮＰО法人日本平成村代表 

〃 和 座 義 彦 多良木 49-2018 商工会代表 

〃 伊 藤 一 苧 古 布 49-2866 身体障害者武儀分会代表 

〃 冨 成 健 二 多良木 49-2032 ふるさと福祉村代表 

〃 長 尾 幹 根 粟 野 49-2678 富之保地区福祉委員代表 

〃 中 西 光 夫 若 栗 49-3169 中之保地区福祉委員代表 

〃 鳥 飼 直 孝 殿 村 49-2706 下之保地区福祉委員代表 

〃 兼 子 順 子 大 門 49-2164 女性会代表 

〃 土 屋 時 子 大洞町 49-2313 日赤代表 

〃 大 坪 博 子 大 門 49-2437 食協代表 

監  事 長 尾 嘉 市 雁曽礼 49-2911 学識経験者 

〃 土 屋 一 夫 武儀倉 49-2906 学識経験者 

令和２年度に向けて支部長の抱負 

この度、社会福祉協議会武儀支部の支部長としての重責を引き受

けることとなりました打田克弘です。宜しくお願いします。 

さて、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、三密（密閉空間、

密集場所、密接場面）を避けること等、日頃から一人ひとりが気を付

けなければなりません。当支部においては、だれもが安心して快適に

生活できる「共生」の地域づくりを目指して地域福祉の推進に取り組

みますが、現在はこのウイルスの脅威により慎重な対応が求められ

ます。 

今後における当支部の各活動について、皆様からのご意見・ご要望

等を賜ることをお願いし、就任のご挨拶とさせていただきます。 

  

社会福祉協議会武儀支部からのお知らせ 

▲打田克弘 支部長 
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平成 31年度収支決算の状況をお知らせします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収支差引 334,000 円を令和２年度に繰り越しました。 

実施した主な事業 

①会食・配食サービス 

◇内容 75歳以上のひとり暮らし高齢者で希望する方に月 1回弁当をお届けするサービスです。 

◇実績 815 食配食しました。（前年度対比８食の減）。利用者は月によって変動しますが、令和２年３月現

在の利用者は 70人です。利用を希望される方は申請が必要となります。支部役員や民生委員、福

祉委員さんにご相談ください。 

②ふれあいきいきサロン 

◇内容 65歳以上の高齢者を対象に高齢者が家に閉じこもらないよう社会参加を目的に開催しました。 

◇実績 13地区で開催。1,255人が参加されました。 

③見守り活動 

◇内容 ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、障がい者を対象に民生委員と福祉委員が連携して見守る活動

です。 

◇実績 対象人数は 1,182 人（前年度対比４５人の増）、見守り回数は 1,470 回（前年度対比 50 回の減）

でした。  

収入総額 

1,671,355 円 

内訳は下記のとおりです。 

 

支部社協運営助成金 577,950円 

事業助成金 579,563円 

事業収入 168,900円 

懇談会助成金 23,880円 

繰越金等 321,062円 

 

支出総額 

1,337,355 円 

内訳は下記のとおりです。 

 

運営費 387,236円 

事業費 703,546円 

事業支出 139,073円 

負担金支出など 107,500円 

 

支出1,337,355円

運営費 事業費 事業支出 負担金支出 予備費

収入1,671,355円

運営助成金 事業助成金 懇談会助成金

事業収入 繰越金等

577,950
168,900

579,563 

321,062 

47,500 60,000 
139,073 

387,236 

703,546 

23,880 
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令和２年度の事業計画 

実施事業 

◇メニュー事業の実施 

配食サービス、友愛訪問、見守りネットワーク事業を実施します。なお、配食サービスは、調理の必要が

ないパン等を配食し実施します。ふれあいきいきサロンは当分の間中止します。 

◇本部社協実施事業の協力 

おせち料理の配膳を行います。法人会員の募集は中止とします。 

◇見守り支援体制の整備 

武儀地域の人口は 3,059人、高齢化率は 46.0％（令和 2年 6月 1日現在）。超高齢社会を迎えており、ひ

とり暮らし高齢者や高齢者世帯が多くなっております。この地域でいつまでも安心して安全に暮らして

いただくためには、３６５日２４時間、誰かが気に留めているといった態勢が必要です。NPO 法人日本

平成村生活安全委員会と連携して見守り支援態勢づくりに努めます。 

◇ふくし懇談会の開催 

８月に開催する計画でしたが本年度は中止といたします。 

 

予算 

収入の部                支出の部 

項  目 予算額  項  目 予算額 

運営費助成金 676,000円 運営費 645,000円 

内訳 内訳 

均等割 50,000円  消耗品費等 270,000円 

 会費の実績割 200,000円 手数料 20,000円 

福祉委員割 90,000円 保険料 15,000円 

活動拠点助成金 96,000円 備品費 100,000円 

 事務局助成金 240,000円 事務報酬 240,000円 

支部社協事業助成金計 686,000円 事業費計 866,000円 

内訳 内訳 

配食・会食サービス 240,000円 配食・会食サービス 320,000円 

支部社協だより 30,000円 支部社協だより 40,000円 

ふれあいサロン 300,000円 ふれあいサロン 360,000円 

友愛訪問  70,000円 友愛訪問  100,000円 

見守りネットワーク 46,000円 見守りネットワーク 46,000円 

懇談会助成金 15,000円 事業支出 210,000円 

事業収入等 151,000円 負担金支出 60,000円 

前期繰越金 334,000円 予備費等 81,000円 

合  計 1,862,000 円 合  計 1,862,000円 
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〈コラム武儀〉 
６月３０日にＮＰО法人

日本平成村の総会を開催し

ました。今回の総会は、新型

コロナウィルス感染防止の

ため、郵便による表決の結

果を最少の人員で審議する

方法で行いました。 

いずれも過半数以上の賛

成をいただき、提出議案は、

原案どおり可決いただきま

した。     （池田） 

武儀地域の人口 （単位：人） 

地域名 男 女 計 

対前月比較 -4 -3 -7 

富之保 517 570 1087 

対前月比較 -2 -3 -5 

中之保 424 442 866 

対前月比較 1 -1 0 

下之保 534 560 1094 

対前月比較 -5 -7 -12 

合 計 1,475 1,572 3,047 

令和 2年 7月１日現在 

住民基本台帳人口 

（関市ホームページより） 

サロンについて 
 新型コロナウィルス感染防止
のため、当分の間、中止とさせて

頂きます。再開できるようにな
りましたら、お知らせします。 

 

課題図書の貸出について 
期間：6月 16日(火)～8月 20日(木) 

※8 月 21 日からは通常の本と同じ扱いに

なります 

貸出期間：1週間 

貸出冊数：制限なし（合計 10点まで） 

予約件数：制限なし 

予約取置：3開館日 

※予約した館でのみ貸出・返却できます 

▼課題図書の例 

【8月休館日のお知らせ】 

8月 3、17、24、31日（月）、 

8月 11日(火)は休館いたします 

今後の動向により対応が変更となる可

能性がありますので、こまめに関市立図書

館ホームページのお知らせ等をご確認く

ださい。 

開館時間 10：00～18：00  

＜利用できないサービス＞ 

視聴覚資料閲覧席（7月 24日時点） 

館内の閲覧席は席数を減らしています 

自治会カレンダー販売中 
 武儀地域の行事やゴミの日が 

掲載されたカレン

ダーを武儀生涯学

習センターで販売

しています。 

B3・4 月始まり 

1 部 300 円 

「はみがきあわこちゃん」ザキャビンカンパニー 

「はーはのはみがき」こやまこいこ 

「歯と歯みがきのひみつ」山口育孝 

「こまった虫歯」長田真作 

「バイバイ！むしバイキン」ドクター・レイコ 

「歯医者に行きたくない人のための自分ででき

るデンタルケア」西原郁子 

「口臭の 95％は思いすごし」渡辺豊 

「歯みがき革命！」我妻美夕紀     など 


