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令和 3 年度役員 

【 顧 問 】 内山大助 

【 会 長 】 星野義明 

【副会長】 加藤久夫 石田庄作 

     鈴木裕樹 高橋重慶 

【 役 員 】 松井基晴 近藤和重 

江田勝  佐藤功雄 

石田弘  鈴木一俊 

名古屋敏 吉川功 

関正寛  

【部会長】 名古屋光章（たから） 

大橋耕一（つながり） 

高橋幸司（あんしん健幸） 

金井章（こども未来） 

【 監 事 】 小林仁志 山岸隆 

◆編集・発行◆  こみゅにてぃ  ほっと新潟  事務局・新潟公民館  

〒954-0007 見附市下鳥町１５２番地７  Tel／Fax：0258-62-2305 

令和 2 年度収支決算 
≪収入の部≫ 

1.市交付金 4,895,904 

2.会費 302,400 

3.事務委託費 600,000 

4.諸収入 195,544 

5.繰越金 971,799 

合 計 6,965,647 

 

≪支出の部≫ 

1. 管理費 4,217,920 

2. 事業費 546,063 

3. 補助金 518,000 

4. 予備費 0 

合 計 5,281,983 

次年度繰越額 1,683,664円 

令和 3 年度収支予算 

≪収入の部≫ 

1.市交付金 5,254,856 

2.会費 301,200 

3.事務委託費 600,000 

4.助成金 210,000 

5.諸収入 40 

6.繰越金 1,683,664 

合 計 8,049,760 

≪支出の部≫ 

1.管理費 5,129,048 

2.事業費 1,741,708 

3.補助金 530,000 

4.予備費 649,004 

合 計 8,049,760 

 

5 月 14 日(金)「こみゅにてぃほっと新潟」令和 3 年度定期総会が執り行われ

ました。新型コロナウイルスの感染が広がっていることを受け、今年度は密を避

け講堂で行いました。未だ新型コロナウイルスの収束が見えない状況ですが、各

部会長より今年度の事業計画について説明が行われ、いずれの議案も承認され

ました。いよいよコミュニティ活動のスタートです。コロナ禍に負けず、それぞ

れが今できる範囲で「人と自然が輝き無限に地域のつながりを感じる新潟地区

としたい」をスローガンに 1年間よろしくお願いします。 

コミュニティ活動スタートです 
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部

会 
推進委員 事業計画 

た
か
ら 

◎名古屋光章 〇三澤人志 加藤久夫 石田庄作 鈴木裕樹 松井基晴 

名古屋敏 滝澤守 駒形信行 諸橋英美子 小師一夫 三沢妃佐江 

加藤美由紀 清水恵子 山岸秀男 小川一夫 星野正夫 田口チヨ 高田紀子 

佐々木善男 内山ミナ子 森田久雄 小林紀美子  

◆ほっとぱーく整備維持管理事業 

◆伝統文化支援事業 

◆フラワーロード事業 

つ
な
が
り 

◎大橋耕一 〇本間謙一 高橋重慶 近藤和重 佐藤功雄 山岸隆 吉川功 

関正寛 小林仁志 原宏治 阿部衛 西澤宏昭 山下忠平 加藤秀之  

並木和憲 渡辺実 関田庸 徳橋宏 

◆視察研修バスツアー事業 

◆地域住民交流事業 

あ
ん
し
ん
健
幸 

◎高橋幸司 〇大谷宏憲 江田勝 石田弘 鈴木一俊 樋口久夫 高橋賢史 

内山孝博 三本一雅 田口洋一 増井輝男 坂井新吾 小林茂一郎 清水達也 

加藤みちよ 菅沼祐司 岩崎昭文 小林大祐 横坂克志 岡田文代 小林伸子 

髙橋麗名 佐藤信子 

◆防犯ボランティア事業 

◆防犯看板整備事業 

◆消防団との共催事業 

◆健康づくり事業 

こ
ど
も
未
来 

◎金井章 〇丸田明美 江田智子 大谷悦子 佐藤彩 髙橋未来 嘉代康成 

小林千夏 河内宏美 小川瞳 久我靖子  

◆防犯・交通安全推進事業 

◆親子交流事業 

◆市内各種団体主催事業参加 

全体事業・その他事業 

◆定期総会◆ほっと新潟フェスティバル◆コミュニティ三役会・役員会◆地域の茶の間「ほっとサロン」◆コミュ

ニティ広報宣伝事業◆放課後児童クラブ運営事業◆見附まつり花火大会◆コミュニティワゴン車利用促進事業◆除

雪機の貸出事業◆各種団体・市との協働事業 

【開催日時】 6月 5日（土） 9:00～11:30（作陶） 

26日（土） 9:00～11:00（釉薬掛け） 

7月 4日（日）10:00～11:00（作品渡し） 

【会 場】北谷公民館  

【対  象】大人限定 

（陶芸の子ども対象講座は、後日小学校から 

案内を配付します） 

【参 加 費】500円（１回目に徴収します） 

【募集定員】先着 10名 

【持 ち 物】雑巾・タオル・エプロン 

世界で一つしかない自分だけのお皿や花瓶、コーヒーカップを作りま

せんか。陶芸の楽しさを味わいながら、お気に入りの陶器を作りましょ

う。陶芸が初めての方でも安心して楽しむことができますので、お気軽

にご参加ください。 

 

陶芸入門教室参加者募

集 

【申し込み先】新潟公民館 62-2305 

（平日 9:00～17:00） 

※定員になり次第締め切ります。 

汚れても良い服装でお越しください 

（2） 
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丸山皓輝（指出町） 

新入団員の丸山皓輝

です。防災意識を向上

させたいと思います。

宜しくお願いします。 

4 月 21 日（水）公民館前のプランターに寄せ植えをして

もらいました。とてもかわいらしく植えていただき、公民館

利用者からも「かわいい、きれいね」の声が聞こえました。

玄関前がとても華やかです。また、咲き終わったスイセンの

葉をクルクルと巻いて小さくしてもらいました。そうするこ

とで見栄えも良く、他の場所に日が当たるとのこと。そんな

ちょっとした講習会もあり勉強になりました。 

 

大竹孝史（小栗山町） 

新しく入団した大竹孝

史です。有事の際は率

先して行動出来る様に

頑張ります。宜しくお

願いします。 

第 4分団長 小林茂一郎 

4分団（新潟地区）を代 

表してごあいさつ申し上げます。令和 3年度は 51名

の体制で活動を行います。昨年に続き本年度も新型

コロナウイルス感染拡大防止の為、分団演習は中止

となりましたが、万が一にそなえ、ポンプ点検、広

報活動は行ってまいりますのでよろしくお願いし

ます。 

消防団 

第４分団より 

夏に向けて元気に育て！  
たから 

部会 

4月 17日（土）、5月 16日（日）フラワーロードの草取り

や夏花を植える準備をしました。天候が心配される中での作

業でしたが、多くの部会員が参加してくれました。    

二年前に植えたサルスベリが今年の雪で少し折れてしま

いましたが、同じ年に植えた芝桜はとても大きく広がりまし

た。30日（日）に花植えを行います。フラワーロードの四季

の花々をお楽しみください。 

芝桜がピンクのじゅうたんのようです。 
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毎年 4 月から 5 月にか

けて農機具の盗難が発生

しており、今年も県内で 

は盗難被害が出ています。新潟地区での発生はありませんが、過去には新

潟地区で耕運機の盗難が発生しているため、面倒でも田んぼや畑に耕運機

等の農機具を置いたままにしないよう注意したり、ご近所同士でも声をか

けあったりしましょう。また、毎年 4月以降、スタッドレスタイヤの盗難 

も発生しがちです。スタッドレスタイヤを屋外に置い

たままにすることなく、鍵の掛かる所で保管または 

チェーンロックする等、注意をお願いします。 

 
男 性  927人（＋4） 
女 性  972人（＋2） 
総人口 1,899人（＋6）  
世帯数 613世帯（＋4） 

※（ ）は前月比 

町内別人口・世帯数 
 

町 名 
人 口 

(人) 

世帯数 

(世帯) 

白銀町 104  39  

松の木町 70  21  

東 町 124  31  

四ツ屋町 101 34  

西の上町 109 36  

西の下町 70  24  

千刈町 520 183  

小栗山町 181 61  

指出町 199 61  

下鳥町 138  41  

片桐町 244 68 

美里町 39 14 

人口の動き 
2021.5.1 現在 

新潟駐在所発 

農機具の盗難に注意

‼ 
3 日・10 日・17 日・24 日 

いずれの日も木曜日 9：30～です。雨の日は公民館内で

行いますので、うち履きを用意してください。 

 5月 3日（月・祝）令和

3 年度見附市成人式が文

化ホールアルカディア

で開催されました。 

コロナ禍の影響で、全

体の 6 割程の出席率だっ

たようですが、式典終了

後には、多くの新小っ子

たちが集まってくれまし

た。カメラの前では、しば

しマスクを外し、可愛ら

しさの中にも大人の仲間

入りをした凛々しさを感

じさせる素敵な笑顔を見

せてくれました。 

成人おめでとうござい

ます。 


