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1. 記念誌発刊にあたって 
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１. 記念誌発刊にあたって 

 

 50周年記念事業総括委員長 掛谷龍一 

 

 

 この度、新江守中自治会は発足50周年を迎えることとなりました。こ

れはひとえに新江守中自治会発足にご尽力いただきました先輩諸兄並び

に自治会員、市役所関係者、周辺自治体のご理解、ご協力の賜であり衷

心より感謝申し上げます。 

 新江守中自治会結成50周年に当たりスローガン『アナログからデジタ

ルへ』を掲げさせて頂きました。 

昨年から全世界に蔓延しているコロナウィルスへの感染防止対応や今

年1月福井県を襲った豪雪への対応など前年度の役員と新役員で対処致

しました。特に今年1月の豪雪については自治会役員理事を総動員し夜半

過ぎまで除雪を実施したことにより市内で逸早く道路の通行が可能にな

った自治会と自負しております。コロナ禍の中情報の発信、連絡事項の

伝達はグループラインを活用する事により瞬時に役員理事全員が現状把

握し報告・連絡・相談が可能になりました。必要情報の発信と役員理事

の報連相を可能にしたことにより災害に強い、安心して住める自治会の

実現が可能となりました。 

 又今年度より自治会内公園の清掃活動についても年6回実施すること

とし、機器の導入による草刈り作業の効率化、若手自治会員（新青会）

の活動参加による迅速化と2つの新しい要因により福井市内に誇れる安

全で綺麗な公園を保持出来ていると自負しております。 

 困ったことがあれば直ぐに役所や議員を頼るのではなく自分たちで出

来ることは自分たちがやる姿勢が大切なことと確信しております。昨日

まで面識のなかった自治会員同士が奉仕活動を通じてコミュニケーショ

ンをとり顔見知りとなることで連帯感が生まれ年度が変わっても自治会

員全員で支える自治会になることを願っております。 

結成50周年の節目に際して当自治会ではホームページを開設し、回覧等

のペーパーレス化や緊急連絡のスピードUP、各種団体の活動の告知や連

絡に活用できる体制を確立致しました。 

 これから始まる新しい 50年の指針として、若手の育成、災害に強い組

織の構築、そして住みやすい街づくりの実現に向けて活動していきたい

と強く決意する次第であります。 

 

㻞



 

 50周年記念事業実行委員長 吉田明弘 
 

 

 新江守中自治会 50周年、私も 50才と何か深い御縁がある自治会だと思っ

ております。 

 私がこの自治会に引越しして来たのは、結婚する 27 年前でした。始めは

母が婦人部で活動するようになり次第に私に役が回って来るようになりま

した。 

 でも私に大きな変化があったのは、平成 21年当時の自治会長 Aブロック

の高崎昭夫氏との出会いでした。高崎氏より太鼓チームの会長をしてくれな

いかという一言でした。 

 今思えばあの一言でいろんな人と知り合い仲間も増え、皆が助けてくれて、

私の自治会への思い、人生感が変わったような気が致します。 

 今後、新江守中自治会は新たな出発点に立ちました。60周年、100周年と

新江守中に住んで良かったという仲間を増やし、福井県一の自治会を目指し

て生きたいと思います。 
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2. 記念誌発刊を祝って 

㻠



２. 記念誌発刊を祝って 

 

 福井市長 東村 新一  「発刊を祝して」 

 

 このたび、新江守中自治会が結成５０周年を迎えられ、これを記念

して「５０周年記念誌」が発刊されますことを心からお慶び申し上げ

ます。 

貴自治会は、結成から１０年以上続く和太鼓保存会「新」の演奏活動

や毎年開催されている夏祭りでの子供神輿の巡行など、地域住民間で

の交流を盛んに行っており、長年にわたり世代を超えての身近なまち

づくり活動に取り組まれ、住みよい地域づくりの実現に大きな成果を

挙げてこられました。 

 近年、地震や台風、豪雨など毎年のように全国各地で災害が頻発しておりますが、

そうした災害発生に備え、平常時にご近所同士や身近な地域で、顔の見える関係を築

くことが重要であり、共助の大切さが改めて見直されております。このような中、貴

自治会での取り組みは、住民同士の繋がりと絆を深める重要な役割を担っており、深

く敬意を表する次第でございます。 

 さて、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、本市では、感染拡大防止と社会・経

済活動を両立する「新たな日常」に対応した、持続可能なまちづくりを着実に進める

ため、来年度からスタートする第８次総合計画の策定を進めています。貴自治会にお

いては、今年度から新たに「アナログからデジタルへ」をテーマに、災害時や自治会

活動に必要な情報の速やかな伝達及び見える化を推進し、さらに強靭で活力あるまち

としての飛躍を目指しておられます。現在、新型コロナの影響により、自治会内の活

動も制約され、今暫く耐え忍ぶ期間が続きますが、この期間を明るい未来に向けた変

革のチャンスと捉え、今後も引き続き地区と行政が共に歩を進めてまいりたいと考え

ております。 

 最後になりましたが、記念誌の発刊にあたり、資料収集をはじめ、執筆や編集等に

ご尽力賜りました関係者の皆様に、心から敬意と感謝を申し上げますとともに、新江

守中自治会の今後ますますのご発展を祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

  福井市長 
 東村 新一 
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 衆議院議員 稲田 朋美  「新江守中自治会結成 50周年記念祝辞」 

 

 この度は、福井市新江守中自治会結成 50周年を迎えられますこと、

誠におめでとうございます。貴会におかれましては、日頃より福井市

のため、地域のために活動を続けておられます事に、心より感謝と敬

意を表します。 

 新江守中自治会は、誕生から今日まで子供会、体育振興会、青壮年

会、婦人部などの活動、交流を深め、30世帯だった 50年前から現在

は 340世帯数と、福井市内でも 10位までに入る大きな自治会です。 

 更に、40 年、50 年という節目に式典を開催してこられたことは地

域の絆の賜物です。私自身も 40 周年記念式典に参加し、太鼓演奏の鑑賞、パーティ

で皆さんと楽しく談笑したことを覚えています。 

 この度 50年という節目に際し、『アナログからデジタルへ』をテーマとして伺いま

した。 

 コロナ禍での生活は、国民の暮らしに大きな影響、変革をもたらしています。新江

守中自治会のように、人と人との繋がりを大切にしている方々のコミュニケーション

のあり方、想いに応えてくれるのはデジタル化社会に他なりません。 

 オンライン教育は、効率的な学習ができ、教室では埋もれていた生徒の個性を引き

出すきっかけになるかも知れません。 

 オンライン診療は、地方で最先端の診療が受けることに期待が持てます。 

 テレワークは、夫婦のどちらか一方に負担のしわ寄せが行くのを妨げることができ

ます。 

 地域の活動にもデジタル化を積極的に取り入れ、災害情報など様々な情報伝達を正

確に、早く、必要なだけ自治会会員に開示するシステム構築を指針とされる貴会のお

取り組みは、地域で暮らす方々の安心に繋がり、モデルケースとして市内他地域へ広

がることと確信しています。 

 私自身も、このような社会の実現のため、国民の命とくらしを守るため、『強くて

優しい国』を目指し、更に邁進する所存でございます。 

 結びに、新江守中自治会の、より一層のご発展と地域の皆様方のくらしの安全とご

健康を祈念致しまして、お祝いの言葉とさせて頂きます。 

 

 

 

 
 

 

 衆議院議員 
 稲田 朋美 
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 参議院議員 山崎 正昭  「新江守中自治会結成 50周年記念祝辞」 

 

 福井市新江守中自治会の皆様方におかれましては、日頃より会の運

営、並びに事業活動に多大なるご尽力とご協力を頂いておりますこと

に心より御礼申し上げます。 

 またこの度、貴自治会が結成 50 周年を迎えられましたことを心よ

り御祝い申し上げます。 

 あわせて今後の発展の礎として、これまでの軌跡を記念誌として発

行されますことは、誠に意義深いこととお喜び申し上げます。 

 貴自治会は昭和 47 年の結成以来、防災、防犯、交通安全、環境美

化や福祉の向上など、安全・安心なまちづくりに多大なるご尽力を頂いておりますこ

とに、歴代会長様をはじめ、熱意をもって取り組んで来られました関係者の皆様方に

深く敬意を表しますとともに感謝申し上げます。 

 今から約 50 年前の結成時は、何世代もが同居する家庭が多い時代から、現在では

核家族世代が多数を占め、さらにはコロナ禍で象徴されますように人との結びつきが

希薄になり、より地域を繋げる役割でもある自治会組織の存在が重要視されておりま

す。 

 またこの度のテーマであります「アナログからデジタルへ」の宣言のごとく、頻繁

に多発する災害に対しての役割が大きくクローズアップされている背景には、自助で

ある個人や家族の在り方、また共助である自治会活動などの在り方の重要性が再認識

されております。地域の活力は個々の住民の力だけではなく、自治会をはじめとする

地域団体や行政等と協力してパイプ役を担いながら、発足以来さまざまな活動を展開

されております。 

 私も微力でございますがこのような様々な地域の活動に尽力して参る所存でござ

いますので、貴自治会におかれましてもこれまでと同様に豊富な見識と経験を生かし、

次世代に誇れる地域を創造し、誰もが心豊かで明るく住みやすい街になるようお力添

えを賜りますようお願い申し上げます。 

 結びになりますが、掛谷会長様をはじめ皆様方のご健勝、ご活躍をお心から御祈念

申し上げ、御祝いの言葉といたします。 

 

 

 

 

 
 

 

 衆議院議員 
 山崎 正昭 
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 福井県議会議員 野田 哲生  「50周年記念祝辞」 

 

 新江守中自治会が結成 50 年を迎えられましたこと、心よりお慶び

申し上げます。先輩諸氏から受け継ぎ繋いできた深い絆と、太いコミ

ュニティによって貴自治会が半世紀もの時間、発展して来られたこと

に対し深い敬意を表します。 

 私が生まれた昭和 47 年に結成された自治会とお聞きし、私の人生

に置き換えながら、貴自治会が歩まれてきた道のりの長さに感慨深く

なります。今では３４０もの大きな世帯数となり、世帯が多いと結束

しにくいと言われる中で、新江守中自治会は、市内の自治会でも模範

とも言える先駆的な取り組みや団結力があり、私もいろいろな行事に参加させていた

だき身に染みて感じることができます。2年前に自治会主催の夏祭りに参加させてい

ただいた時も、まるで宮崎駿氏の世界観のようで、ステージや大空に舞う太鼓に圧倒

されたことは忘れられません。新江守中の子ども達にとっても、ずっと心に刻まれる

時間であり、その子供達が次の世代を育て、世代間の絆が作られていくのだと確信し

ました。 

 私が議員になってからは、「行政の政策は地域に聞け」という政治理念を持ってい

ます。地域とは自治会であり地区でもあります。災害の時は今何に困っているのか、

高齢者は何を求めているのか、子ども達の安全は誰が守っているのか、自治会にはそ

の答えが多く存在しています。今後、私も自治会の皆様から多くを知り、学び、行政

と自治会が求め合える関係を構築できるよう、微力ながら尽力していきます。 

 都市部ではコミュニティが崩壊しているとも言われますが、困った時こそ相談でき

る、苦しい時こそ助け合えることが自治会の大きな役割だと思います。これからも、

新江守中自治会のコミュニティがより一層活気に溢れ、結束固く盛り上がっていくこ

とで、７０年、１００年と末長く続いていくことをご期待申し上げます。 

 結びに、新江守中自治会の今後益々のご発展と、自治会会員の皆様のご多幸とご健

勝を心よりご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 県議会議員 
 野田 哲生 
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 福井県議会議員 山本 芳男  「お祝いのことば」 

 

 新江守中自治会の結成 50 年半世紀をお迎えられます事、誠に意義

深く、私も社南地区の江守の里に 35 年有余にわたり住んでいるひと

りとして、この上もない喜びとするところであり心から喜び、お祝い

を申し上げます。 

 昭和 47 年頃オイルショックが始まった不安定な状態で市民生活地

域に大きな影響があったことを覚えておりますが今は戦後最大の危

機に直面している新型コロナウイルス第 5 波が広がり感染拡大の防

止に県は病床がひっ迫する中、無症状者も含め、全陽性を病院宿泊施

設で受入れ「自宅療養させず」をモットーに体制対応に全力を上げている。 

 新江守中自治会は年々世帯が増えて今 340 世帯となっており有数な中核な街とし

て自治会が隆盛を誇っておられますこと敬意を申し上げたい。今日までに大雪、大雨

などの災害がありました。災害に強い県土造り、地域を守ることに努力を捧げる所存

です。併せて「住んでよかった」「住みたくなる」年老いても「生がいの安心、安全

な暮らし」になるよう課せられた責務として貴新江守中自治会と、一体感となって取

り組んでまいりたいとお誓い申し上げ、結びに当たり新江守中自治会の更なるご発展

と住民皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げお祝いのことばといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 県議会議員 
 山本 芳男 
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 福井市議会議員 堀川 秀樹  「50周年記念祝辞」 

 

 この度は福井市新江守中自治会様が結成50周年を迎えられましたこと、また、晴れ

やかに50周年記念式典を挙行されますことに心よりお祝い申し上げます。 

 新江守中自治会様は、1972年（昭和47年）に結成されて以来、社会・経済の変動と

ともに幾多の困難に見舞われましても怯むことなく地域社会のため、献身的なご活躍

をされてこられました。 

 特に大雪の際の除雪対応や、コロナ禍での感染症対策においては、積極的に市役所

に現状を訴え速やかな対応を求めるなど、その行動力は目を見張るものがあり、他の

自治会には無い50年の歴史と伝統の重みを感じます。 

 その長年にわたるご労苦に対し、深く感謝を申し上げますとともに、心より敬意を

表するものでございます。 

 さて、急速な少子高齢社会の到来とともに、核家族化が進行し、家族の意識や地域

住民の意識が多様化する中で、安全・安心社会の構築に向け、地域コミュニティの大

切さが、今一度見直されております。 

 自治会の皆様方には、常日頃から、地域住民の福祉向上や文化の発展、そして防災

や治安対策など、あらゆる分野においてご活躍いただいておりますが、どうか今後と

も市民と行政を結ぶパイプ役として、また、それぞれの地域のリーダーとして、なお

一層のご尽力を賜りますようお願いいたします。 

 終わりにあたり、この記念すべき年を契機とし、新江守中自治会様が、ますます充

実発展されますことを祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。 
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 社南地区連合会会長 廣瀬 信哉  「結成 50周年を祝して」 

 

 「新江守中自治会」がこの度結成 50 周年を迎えられましたことを、心よりお喜び

申し上げます。 

 「新江守中自治会」は昭和 47 年(1972 年)に発足し、当時は 30 世帯の小さな自治

会だったと聞いております。社南地区には歴史ある自治会が多い中まだ比較的新しい

自治会とは思いますが、現在の自治会加入軒数は 340軒と、社南地区におきましては

2番目に多い自治会となっております。これは、これまで着実な自治会活動を続けて

こられた賜物だと感じております。一口に、自治会活動と申しましても、今の時代そ

の活動維持には大変に難しいものがあります。自治会行事の調整、生活環境の整備、

防災・防犯意識の強化など様々な課題が挙げられます。取り分け、この 1年余りは新

型コロナウィルスの感染拡大という自治会活動を根底から揺るがす事態となってお

ります。そんな中「新江守中自治会」におかれましては、これまで確実な自治会活動

を続けてこられ、結成 50年というおめでたい節目を迎えられたのだと思います。 

 私事ではございますが、自身「江守中自治会」に居住しております。「江守中自治

会」と「新江守中自治会」とはとても深い中にあると聞いております。先ほども申し

ましたが、昭和 47年に江守中より独立して発足した「新江守中自治会」。これからも

社南地区の同じ自治会として協力して発展していきたいと考えておりますのでよろ

しくお願い申し上げますとともに、ますますのご発展を祈念しまして、お祝いの言葉

とさせていただきます。 

 この度は誠におめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㻝㻝



 

 社南公民館館長 塚谷 利一  「50周年記念を祝して」 

 

 新江守中自治会結成５０周年にあたり、一言お祝いとお礼を申し

上げます。記念すべき自治会結成５０周年を迎えられたこと、誠に

おめでとうございます。 

 ひとくちに５０周年と申しますが、社会情勢の変化の激しい時代

の中で、人知れぬご苦労と工夫があったことと推察いたします。 

歴代の自治会長、役員のみなさま、そして自治会会員みなさまの並々

ならぬご尽力の成果とお喜びを申し上げます。 

 合わせまして、これまでのご労苦に深く感謝と敬意を表します。 

この節目の年に社南公民館の館長をさせていただいていることは、とても感慨深いも

のがあります。 

 公民館事業の運営、推進にあたり多大なお力添えをいただいていることに対しまし

て厚く御礼を申し上げます。 

 社南公民館としましては新江守中自治会をはじめ各自治会のみなさま、各種団体の

みなさまのお力添えをいただきながら、より良い社南地区となりますように取り組ん

でいきたいと考えています。 

 社南公民館も今年は開館４０周年の節目の年にあたります。 

 １０年後の２０３１年には、開館５０周年記念式典を開催することとしていますが 

「地域を明るく元気に」を念頭に置いて、公民館事業を推進していきますのでこれま

で以上のお力添えをお願いいたします。 

 最後になりましたが、結成５０周年記念事業の企画にご尽力いただいた委員会のみ

なさまに深く感謝申し上げ、自治会会員みなさまの今後ますますのご多幸をお祈り申

し上げますとともに新江守中自治会の更なるご発展を祈念しお祝いの言葉とします。 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社南公民館館長 
  塚谷 利一 
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3. 沿 革 
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３. 沿革

新江守中自治会の沿革

・1972年(昭和47年)世帯数30件にて新江守中自治会が誕生し、当時の風景は社南小学

校までが見通せるほどの田園であったが、年を経る毎に住宅が建ち

2021年(令和3年)現在は、約340件余りの自治世帯数となる。

・福井市内の自治会世帯数で見ても約20年間上位10位までに入るほどの大きな自治会

となっている。

・自治会誕生から10年弱で子供会の発足に始まり体育振興会、青壮年会、婦人部等任

意団体が次々と誕生していく。

・体育振興会 社南地区連合会を通して多くのスポーツ行事に参加している

・子供会 現在約70名で、歓送迎会やクリスマス会などにて児童の交流を深めている。

・自主防災会 福井豪雨以降に発足し、防災訓練等積極的に実施し豪雪時などには通

学路、生活道の除雪を行っている。

・青壮年会 夏祭りや公園草刈りなど自治会活動のサポートを行っている。

・自治会としては、50周年を期に情報の迅速化を目指して積極的にデジタルかを進め

ている。

・災害など緊急連絡についても自治体が主となり配信を行い迅速な行動を行う。

・自治会ホームページを作成し、自治会員への連絡はもとよりその他の方々にも新江

守中自治会の紹介を行っていく。

昨今、天災や異常気象での緊急避難等も多くみられ、50周年のテーマとして掲げられ

ている『アナログからデジタルへ』の言葉が最も重要視されると考える。

速やかに詳細な情報・行動を自治会員発信でき、福井県・福井市に支援を待つよりも

自治会員一丸となり、自分たちの身は自治会で守ろうと意識を高めたいと考えている。

結びになりますが、掛谷会長様をはじめ皆様方のご健勝、ご活躍をお心から御祈念申

し上げ、御祝いの言葉といたします。

                          令和 3年 11 月

                           新江守中自治会 式典事業委員長

                                     中出 正
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(空中写真：国土地理院撮影)

新江守中自治会の移り変わり

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

(空中写真：google earth)

2011年 2021年

新江守中集会所
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2021(R3)どんど焼き 2020(R2)どんど焼き わら編み

写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3

2016(H28)こども神輿 2016(H28)こども神輿

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3

2013(H25)防災訓練 2013(H25)防災訓練

2013,2014(H24,H25)側溝清掃 2013,2014(H24,H25)側溝清掃
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写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

2021(R3)ふれあいサロン 2021(R3)オールドキッズ

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

2018　除雪 2018 除雪

2015(H27)集会場イルミネーション 2017(H29)夏まつり　イベント

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

2017(H29)夏まつり　和太鼓『新』 2019(R1)オールドキッズ
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写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3

2012(H24)たけふ菊人形　和太鼓『新』

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

50周年記念事業　85インチテレビ導入 50周年記念事業　消火器増設

万歩の会　集会所前　門松づくり

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

2021(R3)新青会　街路草刈り 2021(R3)新青会　カーブミラー清掃
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写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

50周年式典事業　現場設営検証 50周年式典事業　現場設営検証

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

50周年記念誌編纂事業　 50周年記念誌編纂事業　

50周年記念式典準備　 50周年記念式典準備　

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

50周年記念式典準備　 50周年記念式典準備　
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4. 編年体自治会活動 
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4. 編年体自治会活動 
 

第一部 資料記録編 
 

2012 年(平成 24 年) ～ 2021 年(令和 3 年) 
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<世帯数> ３１１ 世帯

Ａブロック ８０世帯 Ｂブロック ５２世帯 Ｃブロック ４１世帯
Ｄブロック ３６世帯 Ｅブロック ４４世帯 Ｆブロック ５８世帯

<自治会役員>

自治会会長 山本 泰久 ／ 自治会副会長 轟 則雄・佐々木 勝春 ／ 自治会会計 山田 哲也

体育振興会会長 大倉 政広 ／ 青壮年会会長 林 俊郎 ／ 育成会・子供会会長 志田 良子
自主防災会会長 鴨田 忍 ／ 新栄会会長 元山 浩二

集会所運営委員長 佐々木 勝春 ／ 集会所会計 関 幸治
Ａブロック長 大平 利之 ／ Ｂブロック長 卯西 彰 ／ Ｃブロック長 上坂 恵一
Ｄブロック長 小林 秀志 ／ Ｅブロック長 佐々木 真宏 ／ Ｆブロック長 浜崎 輝雄

2012

(平成24年)

新江守中自治会の動き

3 月 4 日 体育振興会スティックリング大会 3位
3 月 25 日 Ａブロック側溝清掃実施
4 月 1 日 Ｂブロック側溝清掃実施
4 月 下旬 中央公園防災倉庫設置
5 月 13 日 Ｃブロック側溝清掃実施
6 月 10 日 Ｄブロック側溝清掃実施
8 月 25 日 自治会夏祭り開催・子供神輿神事、神輿巡行
9 月 16 日 Ｅブロック側溝清掃実施
9 月 下旬 フジイ工業側 道路拡張工事完了

10 月 7 日 Ｆブロック側溝清掃実施

(第41回)

福井県の動き

・師走に衆院選、自民圧勝
・再稼動 廃炉にゆれる原発
・新幹線 県内区間が着工
・NIE全国大会に最多1780人

・大型倒産相次ぐ
・エレファンツ 初の地区Ｖ
・ＪＡ越前たけふがコメ輸出

・朝倉氏遺跡土器から金粒子
・福鉄ヒゲ線 市長が延伸表明
・中池見湿地 ラムサール登録

世界と日本の動き

・米大統領選でオバマ氏当選
・中国で習近平氏の新指導部発足
・北朝鮮で金正恩氏の新体制発足、ミサイル発射強行
・欧州債務危機深刻化ギリシャ総選挙で緊縮派政権発足
・シリアの内戦状態泥沼化、法人ジャーナリストが銃撃死
・衆院選で自公が政権奪還、第２次安倍内閣発足

・尖閣、竹島の領有権問題で日中、日韓関係が悪化
・消費税増税法が成立、２段階で10％へ

・ｉＰＳ細胞の山中教授にノーベル賞
・原発利用で国論二分、敦賀原発は廃炉濃厚

㻞㻞



<世帯数> ３１７ 世帯

Ａブロック ８４世帯 Ｂブロック ５２世帯 Ｃブロック ４２世帯
Ｄブロック ３７世帯 Ｅブロック ４４世帯 Ｆブロック ５８世帯

<自治会役員>

自治会会長 轟 則雄 ／ 自治会副会長 佐々木 勝春・河端 春和 ／ 自治会会計 片岡 修二
体育振興会会長 川端 政雄 ／ 青壮年会会長 桑原 繁治 ／ 育成会・子供会会長 志田 良子
自主防災会会長 鴨田 忍 ／ 新栄会会長 元山 浩二

集会所運営委員長 佐々木 勝春 ／ 集会所会計 関 幸治
Ａブロック長 奥出 俊雄 ／ Ｂブロック長 市村 勇 ／ Ｃブロック長 菅原 淳
Ｄブロック長 西岡 利修 ／ Ｅブロック長 高橋 和久 ／ Ｆブロック長 田中 孝夫

2013

(平成25年)

(第42回)

福井県の動き

・領南大雨 初の特別警報
・バドミントン山口 世界の頂点
・敦賀2号機直下 活断層認定
・里山国際会議を初開催
・高志高に附属中設置決定

・新人滝波氏が参院選勝利
・もんじゅ運転禁止命令
・山崎氏 第30代参院議長

・西口再開発ビルが着工
・猛暑 小浜9日連続35度超

世界と日本の動き

・中国が防空識別圏設定、無人探索機の月面着陸成功
・アルジェリアで人質事件、日本人も10人犠牲
・米の通信傍受など表面化、元ＣＩＡ職員は亡命
・フィリピン、台風30号で甚大な被害、犠牲者多数
・シリアの化学兵器廃棄で合意、内戦は深刻化

・参院選で自民圧勝、「ねじれ」解消
・特定秘密保護法が成立、国家安全保障会議を設置
・2020年の東京五輪開催決定

・消費税率引き上げ決定、来年4月に8％
・「アベノミクス」で円安株高、日銀総裁に黒田氏就任

新江守中自治会の動き

4 月 14 日 Ａブロック側溝清掃実施
4 月 20 日 新栄会 芝桜植樹（中央公園・西公園）
5 月 1 日 西公園に庭土１トン散布
5 月 12 日 Ｂブロック側溝清掃実施
6 月 9 日 Ｃブロック側溝清掃実施
6 月 下旬 コカコーラ・新鮮館 側溝工事完了 集会所前道路 路側帯施工完了
7 月 1 日 中央公園山砂散布
8 月 24 日 自治会夏祭り開催・子供神輿神事、神輿巡行
9 月 29 日 Ｄブロック側溝清掃実施

10 月 20 日 Ｅブロック側溝清掃実施
11 月 16 日 ペット入園禁止の看板設置（自治会内各公園）
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<世帯数> ３２３ 世帯

Ａブロック ８５世帯 Ｂブロック ５７世帯 Ｃブロック ４０世帯
Ｄブロック ４０世帯 Ｅブロック ４４世帯 Ｆブロック ５７世帯

<自治会役員>

自治会会長 佐々木 勝春 ／ 自治会副会長 河端 春和・下川 忠彦 ／ 自治会会計 米村 盛夫
体育振興会会長 小川 賢一 ／ 青壮年会会長 桑原 繁治 ／ 育成会・子供会会長 片岡 禅
自主防災会会長 鴨田 忍 ／ 新栄会会長 元山 浩二

集会所運営委員長 小林 秀志 ／ 集会所会計 横山 満之
Ａブロック長 小柳 幹夫 ／ Ｂブロック長 清水 隆之／ Ｃブロック長 山勢 欽庸
Ｄブロック長 長崎 英一 ／ Ｅブロック長 南部 勝義 ／ Ｆブロック長 柳生 尚邦

2014

(平成26年)

新江守中自治会の動き

1 月 13 日 第５回どんど焼き 役員引継ぎ会と１月度定例役員会
4 月 27 日 Ａ、Ｅブロック合同側溝清掃作業【Ａ、本年度にて終了】
5 月 12 日 民生委員、新栄会主催『西山公園つつじ観賞会』
7 月 13 日 自治会主催不燃物廃品回収『Ａ，Ｂ，Ｃブロック』
7 月 26 日 社南地区納涼祭（和太鼓「新」出演）
8 月 23 日 自治会夏祭り開催・子供神輿神事、神輿巡行
9 月 15 日 社南地区敬老会開催（２５５名参加）
9 月 28 日 Ｅブロック側溝清掃作業【本年度にて終了】
9 月 28 日 Ｅブロック側溝清掃作業【本年度にて終了】
10 月 5 日 Ｄブロック側溝清掃作業【本年度にて終了】
11 月 2 日 和太鼓「新」武生菊人形 出演

(第43回)

福井県の動き

・北陸新幹線 金沢-敦賀 ３年前倒し
・子供幸福度も日本一
・特殊詐欺被害 過去最悪
・高浜原発 再稼動 西川知事同意
・舞鶴若狭自動車道開通

・私立看護大学 開学
・敦賀駅交流施設「オルパーク」オープン

・夏の甲子園 敦賀気比高校ベスト４進出
・ミラノ国際博覧会への参加正式決定
・衆院選福井県新２区で高木毅氏６選

世界と日本の動き

・イスラム過激派が「イスラム国」樹立、米国が空爆
・西アフリカでエボラ出血熱猛威、死者７０００人超
・ロシアがクリミア編入宣言、日米欧などが制裁
・韓国で旅客船セウォル号沈没、２９５人が死亡９人不明
・米中間選挙で民主党惨敗、国防長官辞任

・集団的自衛権の行使容認を閣議決定
・消費税４月から８％、１０％はＧＤＰマイナスで延期

・御嶽山噴火で戦後最悪の被害、広島市で大規模土砂災害
・衆院選で自公３分の２維持、第３次安倍内閣発足
・青色発色ダイオードで３氏がノーベル物理学賞

㻞㻠



<世帯数> ３２７ 世帯

Ａブロック ８５世帯 Ｂブロック ５８世帯 Ｃブロック ４１世帯
Ｄブロック ４０世帯 Ｅブロック ４４世帯 Ｆブロック ５９世帯

<自治会役員>

自治会会長 河端 春和 ／ 自治会副会長 下川 忠彦・伊藤 龍男 ／ 自治会会計 大筆 光一
体育振興会会長 河瀬 慎人 ／ 青壮年会会長 桑原 繁治
育成会・子供会会長 舛田 美幸 ／ 自主防災会会長 清水 隆文
集会所運営委員長 村中 嘉隆 ／ 集会所会計 横山 満之

Ａブロック長 榎木 正 ／ Ｂブロック長 斉藤 安明 ／ Ｃブロック長 細川 昌保
Ｄブロック長 小川 賢一 ／ Ｅブロック長 斉藤 直樹 ／ Ｆブロック長 関 幸治

2015

(平成27年)

新江守中自治会の動き

1 月 12 日 第６回どんど焼き 役員引継ぎ会と１月度定例役員会
4 月 12 日 Ｅ・Ｆブロック粗大ゴミ回収
6 月 21 日 社南地区防災訓練
6 月 30 日 自治会便り発行
7 月 19 日 『夏の福井市を美しくする運動』
7 月 25 日 社南地区納涼祭（和太鼓｢新｣出演）
8 月 22 日 自治会夏祭り開催・子供神輿神事、神輿巡行

10 月 11 日 社南地区体育祭（至民中学校グラウンド）『優勝』
11 月 1 日 和太鼓｢新｣武生菊人形 出演
12 月 13 日 『冬の福井市を美しくする運動』

(第44回)

福井県の動き

・山口組分裂 福井県警の厳戒態勢続く
・もんじゅ許可取り消し義務化 住民が国を提
訴
・関西電力高浜原発運転差し止め取り消し
・
・

・
・
・

・

世界と日本の動き

・欧米や中東などで「イスラム国」関連テロが続発
・欧州への難民流入増大、ＥＵで受け入れ論争
・米とキューバが国交回復、断交後初の首脳会談
・南シナ海で米中緊迫、ＡＳＥＡＮの対応には温度差
・ギリシャ債務でＥＵが支援、欧州中銀は初の量的緩和

・安保法が成立、集団自衛権行使可能に
・ＴＰＰ大筋合意、国内では農協改革

・辺野古移設埋め立て控除強行、知事は承認取り消し
・「イスラム国」が後藤、湯川両氏の殺害映像公開
・新国立競技場計画見直し、五輪エンブレムも使用禁止

㻞㻡



<世帯数> ３２４ 世帯

Ａブロック ８２世帯 Ｂブロック ６１世帯 Ｃブロック ４１世帯
Ｄブロック ４３世帯 Ｅブロック ４４世帯 Ｆブロック ５３世帯

<自治会役員>

自治会会長 下川 忠彦 ／ 自治会副会長 伊藤 龍男・大筆 光一 ／ 自治会会計 鍋谷 昌宏
体育振興会会長 松本 勇司 ／ 青壮年会会長 桑原 繁治
育成会・子供会会長 山本 富子 ／ 自主防災会会長 清水 隆之

集会所運営委員長 村中 嘉隆 ／ 集会所会計 小林 繁二
Ａブロック長 玉村 真司 ／ Ｂブロック長 藤田 昌幸 ／ Ｃブロック長 石村 史朗
Ｄブロック長 三橋 直仁 ／ Ｅブロック長 山下 幹夫 ／ Ｆブロック長 小竹 宏明

201

(平成28年)

新江守中自治会の動き

1 月 17 日 第 回どんど焼き
3 月 13 日 『 の福井市を美しくする運動』
6 月 26 日 社南地区防災訓練
7 月 10 日 『夏の福井市を美しくする運動』
7 月 30 日 社南地区納涼祭（和太鼓｢新｣出演）
8 月 27 日 自治会夏祭り開催・子供神輿神事、神輿巡行
9 月 11 日 社南地区 会開催

10 月 10 日 社南地区体育祭（福井県 ）『 』
11 月 3 日 和太鼓｢新｣武生菊人形 出演
11 月 13 日 『 ・冬の福井市を美しくする運動』

(第4 回)

福井県の動き

・ＪＲ福井駅西口「ハピリン」開業
・高速増殖原型炉もんじゅ 廃炉へ
・新幹線「小浜・京都ルート」決定
・高浜原発3、４号に再び運転差し止め仮処分
・稲田氏が防衛相に

・えち鉄と福鉄の相互乗り入れ開始
・リオ五輪で県勢過去最多９人躍動

・福井信用金庫と武生信用金庫が合併
・高浜原発１、２号、美浜３号に運転延長許可
・勝山の恐竜化石群、天然記念物に指定

世界と日本の動き

・米大統領にトランプ氏、クリントン氏破る
・英国民投票でＥＵ離脱決定、メイ新首相就任
・朴韓国大統領が辞意、議会の弾劾で職務停止
・米大統領がキューバ訪問、カストロ前議長死去
・ベルギー、フランス、トルコなどでテロ続発

・天皇陛下が退位に強い思い、一代限りの特別法制定へ
・熊本地震で２度の震度７、鳥取県中部で震度６弱

・参院選で与党大勝、衆院含め改憲勢力３分の２超える
・オバマ米大統領が広島訪問、伊勢志摩サミット開催
・相模原市の知的障害者施設で１９人刺殺、元職員逮捕

㻞㻢



<世帯数> ３３０ 世帯

Ａブロック ８４世帯 Ｂブロック ６２世帯 Ｃブロック ４１世帯
Ｄブロック ４４世帯 Ｅブロック ４４世帯 Ｆブロック ５５世帯

<自治会役員>

自治会会長 伊藤 龍男 ／ 自治会副会長 大筆 光一・横山 満之 ／ 自治会会計 佐藤 和則
体育振興会会長 玉村 真司 ／ 青壮年会会長 向井 真
育成会・子供会会長 佐々木 康子 ／ 自主防災会会長 荒木 紀隆
集会所運営委員長 立石 孝雄 ／ 集会所会計 小林 繁二

Ａブロック長 石塚 義治 ／ Ｂブロック長 高橋 聡 ／ Ｃブロック長 横山 満之
Ｄブロック長 鍋谷 昌宏 ／ Ｅブロック長 佐藤 和則 ／ Ｆブロック長 山田 博

2017

(平成29年)

新江守中自治会の動き

1 月 22 日 第 回どんど焼き
3 月 12 日 『 の福井市を美しくする運動』
6 月 25 日 社南地区防災訓練
7 月 9 日 『夏の福井市を美しくする運動』
7 月 27 日 子供会 ク ン
7 月 29 日 社南地区納涼祭（和太鼓｢新｣出演）
8 月 26 日 自治会夏祭り開催・子供神輿神事、神輿巡行
9 月 17 日 社南地区 会開催

10 月 8 日 社南地区体育祭（福井運動 ）『 11 』
11 月 12 日 『 ・冬の福井市を美しくする運動』

(第46回)

福井県の動き

・新ブランド米 命名「いちほまれ」、販売開始
・池田中生自殺「教員叱責が原因」
・桐生選手 福井県営陸上競技場で９秒98
・バドミントンＳＳファイナル 山口選手初Ｖ
・愛媛国体で県勢躍進、天皇杯７位

・北陸新幹線全ルート確定
・高浜原発３、４号機再稼動

・高速増殖原型炉もんじゅ 廃炉申請
・市街地で大火相次ぐ
・橋本あわら市長が不適切行為で辞職

世界と日本の動き

・「米国第一」掲げトランプ政権発足、ＴＰＰなど離脱
・北朝鮮の核・ミサイル開発加速、ＩＣＢＭや水爆実験
・韓国朴槿恵大統領罷免・逮捕、革新系の文在寅政権発足
・金正男氏殺害、北朝鮮で拘束の米大学生は帰国後死亡
・中国共産党大会、権力集中強める習近平体制２期目に

・衆院選で自民圧勝、立民躍進、希望失速で小池氏辞任
・天皇陛下2019年4月30日退位、翌日皇太子さま即位
・森友、加計学園問題、国会で首相を追及、忖度争点に

・神奈川県座間市で９人の切断遺体、無職の27歳逮捕
・「共謀罪」法が成立・施行、犯罪を計画の段階で処罰

㻞㻣



<世帯数> ３３４ 世帯

Ａブロック ８３世帯 Ｂブロック ５世帯 Ｃブロック ４１世帯
Ｄブロック ４５世帯 Ｅブロック ４４世帯 Ｆブロック ５ 世帯

<自治会役員>

自治会会長 大 ／ 自治会副会長 山 ・小 円 ／ 自治会会計 佐々木 和
体育振興会会長 山崎 ／ 青壮年会会長
育成会・子供会会長 佐々木 子 ／ 自主防災会会長 木

集会所運営委員長 立 孝雄 ／ 集会所会計 田 幸
Ａブロック長 崎 ／ Ｂブロック長 日下 ／ Ｃブロック長 山田
Ｄブロック長 新 ／ Ｅブロック長 ／ Ｆブロック長 五木

2018

(平成30年)

新江守中自治会の動き

1 月 14 日 第９回どんど焼き
2 月 5 日 大雪対策緊急役員会
3 月 18 日 『春の福井市を美しくする運動』
5 月 20 日 社南地区体育祭（至民中学校グラウンド）『総合7位』
7 月 15 日 『夏の福井市を美しくする運動』
8 月 2 日 子供会レクレーション
8 月 25 日 自治会夏祭り開催・子供神輿神事、神輿巡行
9 月 16 日 社南地区敬老会
9 月 23 日 三世代クリーン作戦

11 月 14 日 ふれあいサロン

(第47回)

福井県の動き

・ 国体 ５ 年
・ 大 活
・ 氏 会計
・ 事選 職 副 事
・ の 「 に 」全

・大 市長に 山氏 陸３ 初の 長
・ 氏出 本 家 里子 ん

・ 立高 で
・ ノトリ 初の
・ Ｉ

世界と日本の動き

・初の米 会 、 化 関 で
・米中が報 関税で 、 の
・南 が３ の 会 、 和
・元 工 、日本 に 命じ
・米が ン 合意を 、禁 など 裁再開

・西日本 雨で 者220人超、台風、猛暑も
・ で ん発 、佐川氏 任

・日 ン会長を 、報 の
・ 事件で 13人に
・ で41人 亡、初のブ ックア ト

㻞㻤



<世帯数> ３３５ 世帯

Ａブロック ８６世帯 Ｂブロック ６５世帯 Ｃブロック ４０世帯
Ｄブロック ４５世帯 Ｅブロック ４３世帯 Ｆブロック ５６世帯

<自治会役員>

自治会会長 横山 満之 ／ 自治会副会長 小倉 豪円 ／ 自治会会計 城崎 宏文
体育振興会会長 田口 晴彦 ／ 青壮年会会長 向井 晋
育成会・子供会会長 小林 敦子・冨林 弥生 ／ 自主防災会会長 岩崎 静夫

集会所運営委員長 立石 孝雄 ／ 集会所会計 藤田 昌幸
Ａブロック長 三田村 拓道 ／ Ｂブロック長 渡辺 猛 ／ Ｃブロック長 田中 慎治
Ｄブロック長 江村 義一 ／ Ｅブロック長 佐久間 隆一 ／ Ｆブロック長 田野 裕之

2019

( 年)

新江守中自治会の動き

1 月 14 日 第10回どんど焼き
3 月 10 日 『春の福井市を美しくする運動』
5 月 23 日 防災倉庫補修工事（万歩の会）
5 月 23 日 災害時要支援者連絡会議
6 月 23 日 社南地区防災訓練・救急法講習会
8 月 24 日 自治会夏祭り開催・子供神輿神事、神輿巡行
9 月 16 日 社南地区敬老会
9 月 29 日 社南三世代クリーン作戦

10 月 27 日 新江守中自治会創立50周年記念事業準備委員会
11 月 10 日 『秋・冬の福井市を美しくする運動』

(第4 回)

福井県の動き

・保守分裂知事選、杉本氏制す
・関西電力に原発マネー還流
・介護者が加害者に、事件相次ぐ
・豚コレラ 農家追い込む
・県産人工衛星、宇宙へ

・コウノトリ半世紀ぶり巣立ち
・クマ出没、けが人多数
・繊維工場火災、４人死亡

・西武新館、２０２１年閉鎖へ
・県内10ＪＡ合併決まる

世界と日本の動き

・香港で反政府デモ激化、区議選で民主派圧勝
・日韓関係さらに悪化、ＧＳＯＭＩＡ破棄回避
・米中貿易摩擦、追加関税応酬も第1段階合意
・英総選挙で保守党大勝、来年１月ＥＵ離脱へ
・米朝、ハノイと板門店で会談も非核化進まず

・天皇代替わり、平成から令和に、行事相次ぐ
・相次ぐ台風で列島被害甚大、停電や河川氾濫
・京アニ放火殺人事件で36人死亡、容疑者拘束

・消費税10％に、軽減税率やポイント還元も
・ラグビーＷ杯国内開催、日本は初の８強入り

㻞㻥



<世帯数> ３４３ 世帯

Ａブロック ８７世帯 Ｂブロック ６６世帯 Ｃブロック ４１世帯
Ｄブロック ４７世帯 Ｅブロック ４３世帯 Ｆブロック ５９世帯

<自治会役員>

自治会会長 小倉 豪円 ／ 自治会副会長 横山 満之・掛谷 龍一・山本 泰久
自治会会計 杉本 裕美
体育振興会会長 岸上 通 ／ 青壮年会会長 向井 晋
育成会・子供会会長 冨林 弥生・工藤 晃江 ／ 自主防災会会長 岩崎 静夫

集会所運営委員長 立石 孝雄 ／ 集会所会計 佐藤 和則
Ａブロック長 青池 牧朗 ／ Ｂブロック長 竹内 豊司 ／ Ｃブロック長 安丸 直樹
Ｄブロック長 中塚 勝彦 ／ Ｅブロック長 飯田 悌史 ／ Ｆブロック長 修理 博明

2020

( 2年)

新江守中自治会の動き

1 月 4 日 どんど焼きやぐら組み立て
1 月 12 日 第11回どんど焼き
2 月 29 日 自治会役員ＯＢ会との意見交換会
3 月 15 日 『春の福井市を美しくする運動』
8 月 2 日 自治会公園除草作業（中央公園、西公園）
9 月 27 日 社南三世代クリーン作戦

11 月 14 日 社南小・至民中合同資源回収
11 月 15 日 どんど焼き用わら編み作業
12 月 20 日 子供会クリスマス会
12 月 27 日 集会所大掃除（自治会役員）

(第49回)

福井県の動き

・新型コロナ 猛威振るう
・北陸新幹線開業１年遅れ
・プロ野球 県勢３選手活躍
・クマ大量出没、人身被害も
・若狭高サバ缶 宇宙へ

・凄惨な殺人事件相次ぐ
・拉致解決へ尽力地村保さん死去
・小林化工 製造薬剤に睡眠剤混入

・足羽川ダム本体着工
・原発40超運転 同意焦点に

世界と日本の動き

・新型コロナウイルス、パンデミックとWHO
・米大統領にバイデン氏、トランプ氏敗北認めず
・香港で民主化弾圧、国家安全維持法を施行
・米国で黒人差別講義デモ、世界へ波及
・英国がEU離脱
・新型コロナウイルスまん延、政府が緊急事態宣言

・東京五輪・パラリンピック１年延期
・歴代最長政権の安倍首相が辞任、菅政権発足

・安倍首相が小中高に一斉休校要請
・移動自粛と休業要請で経済低迷、「Ｇｏ Ｔｏ」混乱

㻟㻜



<世帯数> ３４４ 世帯

Ａブロック ８８世帯 Ｂブロック ６４世帯 Ｃブロック ４１世帯
Ｄブロック ４８世帯 Ｅブロック ４４世帯 Ｆブロック ５９世帯

<自治会役員>

自治会会長 掛谷 龍一 ／ 自治会副会長 山本 泰久・中出 正 ／ 自治会会計 田口 晴彦
体育振興会会長 佐久間 隆一 ／ 青壮年会会長 向井 晋 ／ 新青会会長 吉田 明弘
育成会・子供会会長 工藤 晃江・岩崎 規代 ／ 自主防災会会長 安丸 直樹

集会所運営委員長 工藤 晃江 ／ 集会所会計 佐藤 和則
Ａブロック長 市川 浩之 ／ Ｂブロック長 青木 彰利 ／ Ｃブロック長 玉井 俊昭
Ｄブロック長 岸上 通 ／ Ｅブロック長 河瀬 慎人 ／ Ｆブロック長 中島 英自

2021

( 3年)

新江守中自治会の動き

1 月 24 日 第12回どんど焼き
3 月 6 日 資源回収
5 月 9 日 Ａ・Ｄブロック公園清掃草刈
5 月 23 日 50周年記念拡大実行委員会
6 月 20 日 Ｂ・Ｅブロック公園清掃草刈
7 月 3 日 社南小学校ＰＴＡ資源回収
7 月 11 日 Ｃ・Ｆブロック公園清掃草刈

8 月 1 日 Ａ・Ｄブロック公園清掃草刈
9 月 5 日 Ｂ・Ｅブロック公園清掃草刈

(第50回)

福井県の動き

・記録的大雪 北陸道大規模立ち往生1000台
・五輪金3選手に県栄誉賞
・学力テスト本県トップクラス維持

・抗体カクテル療法県内20病院が導入
・五輪金、見延･吉田･栗原に県栄誉賞

・
・

・
・

世界と日本の動き

・東京2020五輪・パラリンピック開催
・トランプ氏支持者が米議会乱入
・バイデン米大統領就任

・ミャンマーでクーデター国軍が全権掌握
・米、アフガン戦争終結

・ハイチで地震 マグニチュード 7.2
・熱海で大規模な土石流発生

・新型コロナワクチン接種進む
・大谷翔平、大リーグ球宴で二刀流
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4. 編年体自治会活動 
 

第二部 データ解析編 
 

2012 年(平成 24 年) ～ 2021 年(令和 3 年) 
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　新江守中自治会 世帯数推移

（単位：世帯）

年度
平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）

平成27年
（2015）

平成28年
（2016）

世帯数 311 317 323 327 324

年度
平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

世帯数 330 334 335 343 344

新江守中自治会世帯状況の変遷

311

317

323
327

324

330
334 335

343 344

300

310

320

330

340

350

360世
帯
数

新江守中自治会 世帯数の推移
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　福井市の世帯数上位１０位
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600世
帯
数

平成２４年 自治会世帯数上位１０位
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帯
数

平成２９年 自治会世帯数上位１０位
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100
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数

令和２年 自治会世帯数上位１０位
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　新江守中自治会費収入推移

（単位：円）

年度
平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）

平成27年
（2015）

平成28年
（2016）

自治会費収入 3,995,993 3,759,644 3,575,131 3,737,872 4,105,311

年度
平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和2年
（2020）

自治会費収入 4,417,693 4,625,482 4,578,033 4,878,876

新江守中自治会費収支状況の変遷

3,995,993
3,759,644

3,575,131
3,737,872

4,105,311
4,417,693

4,625,482 4,578,033
4,878,876

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000
円

自治会費収入推移
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　新江守中自治会費支出比較
（単位：円）

平成24年
（2012）

平成29年
（2017）

令和2年
（2020）

新 年 会 費 130,864 138,890 150,000

自 主 防 災 会 助 成 金 100,000 200,000 50,000

体 育 振 興 会 助 成 金 100,000 80,000 80,000

青 壮 年 会 助 成 金 100,000 100,000 100,000

子 供 会 育 成 会 助 成 金 120,000 120,000 120,000

新 栄 会 助 成 金 70,000 ― ―

ブ ロ ッ ク 助 成 金 671,000 630,100 641,100

自治会夏祭り費助成金 250,000 230,000 0

社南地区体育祭費助成金 200,000 150,000 0

電 気 料 金 238,105 269,672 292,510

環 境 整 備 費 373,175 448,424 399,366

地 区 負 担 金 679,550 608,064 738,800

自 治 会 活 動 保 険 金 55,460 48,000 51,300

総 会 費 56,000 60,000 66,000

会 議 費 25,264 9,497 42,073

役 員 手 当 150,000 140,000 143,000

雑 費 25,066 93,962 92,198

災 害 対 策 費 ― ― 400,000

自 治 会 費 返 金 ― ― 4,200

事 務 費 11,784 ― ―

寄 付 金 60,000 ― ―

集 会 所 会 計 へ 返 済 100,000 ― ―

予 備 費 9,976 0 0

次 年 度 繰 越 金 469,749 1,091,084 1,508,329

合 計 3,995,993 4,417,693 4,878,876

年度
支出項目
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新 年 会 費

自 主 防 災 会 助 成 金

体 育 振 興 会 助 成 金

青 壮 年 会 助 成 金

子 供 会 育 成 会 助 成 金

新 栄 会 助 成 金

ブ ロ ッ ク 助 成 金

自治会夏祭り費助成金

社南地区体育祭費助成金

電 気 料 金

環 境 整 備 費

地 区 負 担 金

自 治 会 活 動 保 険 金

総 会 費

会 議 費

役 員 手 当

雑 費

災 害 対 策 費

自 治 会 費 返 金

事 務 費

寄 付 金

集 会 所 会 計 へ 返 済

予 備 費

次 年 度 繰 越 金

合 計

令

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

1

2

3

自治会費支出比較

新年会費 自主防災会助成金 体育振興会助成金

青壮年会助成金 子供会育成会助成金 新栄会助成金

ブロック助成金 自治会夏祭り費助成金 社南地区体育祭費助成金

電気料金 環境整備費 地区負担金

自治会活動保険金 総会費 会議費

役員手当 雑費 災害対策費

自治会費返金 事務費 寄付金

集会所会計へ返済 予備費 次年度繰越金

令

令

（円）

令平成24年
(2012)

平成29年
(2017)

令和2年
(2020)
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4. 編年体自治会活動 
 

第三部 一言メッセージ編 
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一言メッセージ 
 

Ａブロック 山本泰久 

 

 40周年記念事業のとき第1副会長を務めさせ

て頂いて10年後、まさか50周年記念事業も第1

副会長として迎えることができるとは夢にも

思っておりませんでした。 

 この10年間新江守中自治会には大変お世話

になりました。特に和太鼓「新（あらた）」に

関しては10年以上の活動のなかで100名以上の

子供達が和太鼓という日本の伝統文化に携わ

ることができる環境を作って頂いていること

に自治会員の皆様には感謝申し上げます。 

 これからも様々な行事で自治会を盛り上げ

ていきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

 

Ａブロック 小倉豪円 

 

 私は高校生の時にここへ引っ越してきまし

た。若い時は自治会の行事はすべて親任せでし

たが、子供が生まれ少しずつ自治会の行事に参

加するようになり、気がつけば役員として自治

会に関わるようになっていました。ここに住ん

でから30年以上経ってからのことで、しかも私

が知っているのは50年の歴史のほんの一部で

しかありません。その僅かな時間の中で感じた

のは、新江守中自治会の凄さでした。どんど焼

き、夏祭りなど行事の規模、質は他の自治会で

はなかなか真似が出来ないレベルで、これまで

関わってきたみなさんの人と人の繋がりがこ

の凄さを生み出していると感じました。 

 今は新型コロナ感染症、異常気象、高齢化

社会など大変な世の中ですが、みなさんが充

実した生活が送れるよう、良き伝統に新たな

試みをプラスして、次の世代へ引き繋ぐお手

伝いができればいいなと考えています。 

 

 

Ａブロック 河端春和 

 

 自治会創立 50 周年誠におめでとうござい

ます。 

 私事でございますが、当自治会にお世話に

なり、早 20 年の歳月が過ぎようとしておりま

す。 

 平成 27 年には、そのような器量ではござい

ませんが自治会長の大役を命ぜられ様々な行

事に参加させていただきました。自治会役

員・会員の皆様には大変お世話になり誠にあ

りがとうございました。 

 この年は、統一地方選挙の年であり特に市

議会議員選挙の対応については役員一同大変

苦慮致しました。 

 談論風発のごとく色んな意見が出ました。

又一部の会員の方からは苦言もありましたが、

自治会ＯＢ会の意見も頂き自治会の対応方針

を決めることができました。その後、苦言の

あった方からも謝罪の言葉があり自治会の対

応が正しかったと役員一同安堵したのを今で

も鮮明に覚えております。 

 私は、自治会活動を通じて素晴らしい仲間

と出会うことができました。今でも心の支え

であり、かけがえのない大きな財産となって

おります。 

 皆様も自治会役員に参画していただき、素

晴らしい仲間との出会いを見つけてもらいた

いと思います。 

 

 

Ａブロック 青池瞳 

 「町内会の思い出 (50 周年に寄せて)」 

 

 中学生のとき、自治会役員の仕事をお手伝

いしました。夏祭りの焼そばの準備や、新江

守中のハザードマップ作りに参加しました。 

当時の婦人会の皆さんにいろいろ教えていた

だきながら楽しく作業したことを覚えていま

す。 

このときの経験は、高校の文化祭など、自分

が主体的に行事に関わる場面で役に立ったと

思います。 

おじいちゃん・おばあちゃんがいて、小さい

子供たちもたくさんいる。 

いろんな人たちが一緒に暮らしている町内会

というのは、ひとつの大きな家族なんだなと

私は思いました。 
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Ｂブロック 日下嘉郎 

 

 時代の衰退とは言え我が地区で今年の初め

身近な食品マーケットの新鮮館の閉店に続き

ホームセンターみつわの閉店広大な敷地後を

見るたび歴史を感じる。 

 またかなり長年歴史がある豪華な舞台があ

った唄ごえ喫茶アランドロンの閉鎖である。 

 今は無き貴重な写真を提供いたします。 

 

 

 
 

 

Ｂブロック 石田ともえ 

 

 新江守中自治会も大きくなりました！！ 

私は夏祭りに民踊で参加させていただきまし

た。初めの年は『皆さん踊りましょう』と声を

かけさせてもらったり練習もしましたが踊っ

てくれる人は少なく次の年には『新』太鼓さん

とのコラボで賑やかに大きな輪が出来てうれ

しかったです。 

 大きな町内になる程に人とのつながりが希

薄になるように思えます。 

 フラワー会の方もずっと集会場の前に季節

の花が咲き誇っています。花との繋がりも大切

にしたいです。 

 これからも若い人達に頑張って欲しいです。

又年配の人達も増えてきています。 

 やさしい住みよい町内になってくれたらと

願っています。 

 

 

Ｂブロック 安達重昭 

 

 私共が、平成12年にこちらの自治会にお世話

になってから早や22年が過ぎようとしていま

す。大きな災害や犯罪もなく、静かで暮らしや

すい住宅地だと実感しております。 

 引っ越してきた当時この自治会の所帯数の

大きさに驚き、小回りの利く対応が出来るのか

心配しましたが、夏祭りなどを経験すると大所

帯ならではの、マンパワーに再度驚かされまし

た。と同時にこれらが一朝一夕にできるもので

はなく、これまでの役員各位の献身的な活動が

あってこそ可能であり、長い絆の歴史を感じる

こととなりました。 

 今はただこの新型コロナウイルスが早く終

息して、普段の学校生活や各種活動、市民生活 

が送れることを願うばかりです。 

 

 

Ｂブロック 轟則雄 

 

 自治会発足 50年、記念の年に自治会長始め、

役員になられた方々、昨年からのコロナ禍の

中ご苦労様です。この 10年間の間自治会運営

に尽力をされ亡くなられた方々に感謝を込め

て合掌です。当自治会員も高齢世帯と、若い

世帯の二極化が進んでいると思っています。   

この二極の融和を計りながら各種行事等を、

運営し住み良い自治会になるよう願ってやみ

ません。 
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Ｂブロック 竹内豊司 

 

 生まれも育ちもこの江守中自治会の私が、

忘れられない思い出を挙げるとするなら、毎

年行われた夏祭りの後の日焼けで真っ赤っか

になった父の姿です。1 年に 1 度の夏祭り、

参加するみんなが楽しめるようにと、自治会

のみなさんと、明るく暑いうちから会場の準

備をしていたのを覚えています。 

 時がたち、私も親となり、自治会の活動に

参加させていただくようになりました。その

中で、当時の父を知る自治会員の方に、一生

懸命に準備に参加していた父の様子を聞かせ

ていただいた時は、自分事のようにうれしく

思いました。 

 今年からは、私も準備する側として祭りに

参加します。当時の父に恥じないよう、日焼

けに気をつけながら、自治会のみなさんと協

力して祭りを成功させたいと思います。 

 

 

Ｃブロック 佐々木勝春 

 『第 25 代自治会長 平成 26年』 スロー

ガン 【安全・安心】 

 

 自治会結成 50周年おめでとうございます。

私が町内に平成 11年 10月に移住して 22年が

経ちました。 

 平成 26 年 自治会長に就任して、沢山自治

会の皆様に触れ合うことが出来ました。私の

一番思い出に残った事は、40 周年記念事業で

町内全域側溝清掃作業を行い 4年間の大きな

事業に携わることが出来た事です。今年度は

創立 50 周年にあたり自治会も大きく変わり、

アナログからデジタル化に代わり、新しい自

治会が生まれようとしています。半世紀が終

わり、100 周年に向かいスタート致しました。

未来を見つめて『四季の心』という詩を贈り

たいと思います。 

・人と接するときは、春のような温かい心で  

・仕事をするときは、夏のような燃える心で  

・物思うときは、秋のように澄んだ心で    

・己を責めるときは、冬のような厳しい心で 

 この詩は私が中学生の時、先生が口癖のよ

うに言われた詩です。この間新聞に搭載され

ていました。私達は変化の厳しい、この時代

であっても、生きていく上で変わらない心が

まえが必要になります。私達家族が当自治会

に 22 年間お世話になり、皆様にご愛顧いただ

き、ありがとうございました、微力ではござ

いますが、自治会の発展と皆様方のご健康と

ご多幸をお祈り申し上げます。 

 

 

Ⅽブロック 横山満之 

 「かけがえのない青壮年会活動」 

 

「住み慣れない町で安心して過ごせるか心配

したけれど、新江守中に引っ越して来て、町内

の人と仲良く暮らせてよかった。」 

 晩年を新江守中で過ごした方が生前に語っ

ておられたこのような話を伺い、私自身も住み

よい自治会で40余年暮らして来られたことに

感謝の思いをもちました。 

 素敵な自治会になる上で、昭和 60 年に結成

された青壮年会の献身的で熱心な活動が役立

ってきたことは確かだと思います。夏祭りの

運営の中心になったこと、公園の除草、古タ

イヤを利用したフラワーポットへの花植え、

等、まちづくりの様々な活動に会員が和気

藹々と力を合わせてきた歩みが語り継がれて

いくことを願っています。 

 

 

Ⅽブロック 細川昌保 

 

“入れ、入った、ホールインワン”甲高い声が

公園内に響き渡る。 

春から秋にかけてはグラウンドゴルフ、冬

はスティックリングを毎週2回楽しみながら練

習しております。 

会員は男子10名、女子6名平均年齢75歳最高

齢は91歳。 

大なり小なり身体に金属疲労はあるものの、

常に笑い声があり、年齢を感じさせない明るい

クラブです。 

設立は2007年4月、会の名前は「オールドキ

ッズ」。造語で「年齢は重ねても子供の心を持

ち」という意味で付けました。 

この14年間各種大会にも参加しており、毎

年開催される社南体振主催のグラウンドゴル

フではチーム2位が最高です。スティックリン

グでは社地区体振合同(社南、社西、社北)主催

に於いて見事チーム優勝に輝いております。 

さらに、県・市のスティックリング協会に

も登録し、年に5～6回開催される大会にも出場
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しております。 

一方、日頃の練習に加えて気分転換を兼ね

て嶺北にある河川敷での練習、清水植物園での

ペアマッチ大会、ブドウ狩り後の温泉1泊、夏

の慰労会、忘新年会、江守きらめきの入居者対

象に、3年間に亘り奉仕活動の一環としてビア

パーティーを開催し、飲んで食べてゲームをし、

友好を図りました。 

以上現況ですが、今後も身体のケアをしな

がら頑張っていきます。 

 興味のある方は入会をお待ちしております。

仲間になりましょう！！全員皆さんお知り

合いの町内の人ばかりです。 

 

 

Ｃブロック 玉井俊昭 

 

新江守中自治会結成50周年、誠におめでと

うございます。 

自治会との関わりについては、ここ10年の

間ではCブロックの副ブロック長、班長を歴任

し、今年度はブロック長として50周年事業にお

ける式典事業委員会のお手伝いをさせていた

だきました。 

私が自治会活動で感じている事は、ブロッ

ク長として幾度と理事会に出席していますが、

これまでの自治会のイメージとは全く違った

印象を受けました。 

それは、自治会長の下、自治会運営での色々

な問題点を提起し、それらの改善策を検討、そ

して実行していく。また、役員及び理事の方々

全員が自治会の「活性化」・「情報の共有化」・

「変革」等を意識し、真剣に取組んでいるとこ

ろです。 

これらの活動を継続していく事や自治会役員

の若返り等を図っていく事が、更に 70周年、

100周年に繋がっていくものと思います。 

 

 

 

Ｄブロック 小川賢一 

 「結構忙しいものです」 

 

 5年程前、訳もわからずにＤ組ブロック長を

拝命いたしました。当自治会の会員として、如

何にプライベートの事情があろうとも、この任

務は全うしなければばらないと思いました。 

 いざ活動を開始してみると、思った以上に結

構忙しいものでした。例えば各世帯への配布物

は、自治会長から突然メールが入り、それを私

が集会場へ取りに行って、その後二人の班長に

各戸配布をお願いするのです。これは年に20

回以上はあったのではないかと思います。又、

月一回の自治会の会議には、ほぼ毎回出席し、

それを受けてのブロック会議も催さなければ

なりません。真面目にやれば、それ相応の準備

も必要でした。そして特筆すべきはあの大規模

な夏祭りを控えた数ヶ月間、打ち合わせと準備

のために足繫く集会場へ通ったことを覚えて

います。 

しかし後日、自身のブロック長経験を通して、

歴代の自治会長と執行部の方々の骨身を惜し

まぬご労苦を目の当たりにする事となり、その

時から私のつたない活動などは取るに足らな

いものであったことを、今、改めて思い起こし

ています。 

 それでも、もう一度言いたい 

「あの頃は結構忙しかったなぁ‼」と。 

 

 

Ｄブロック 小林繁二 

 

 この 10 年の間で私が自治会活動に役員と

して携わったのは、平成 28年から 2 年間、集

会場運営委員としての会計担当でした。 

 業務を通じて、維持費や経費等の実情を知り

ましたし、自治会活動の拠点は昭和61年落成の

新江守中集会場であることを再認識させられ

ました。 

この集会場建設には、当時の役員の方々が大

変なご苦労をされたと聞いています。既に建

物は 35 年を経過しており、今後においては修

繕や再建の必要性に迫られることもあるかと

思いますが、皆様には今後も集会場の活用を

お願いすると共に多くの思い出を作っていた

だきたいと思います。 
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Ｄブロック 下川忠彦 

 「青壮年会会長及び自治会長就任年の思い

出及びエピソード」 

 

 1993 年に、新江守中に引っ越してきて、確

か 2010 年に青壮年会長を引き受けて夏祭り

の準備に奔走したことを覚えています。その

時エピソードと言えるか分りませんが、前日

に大雨が降って、公園が池の様に水溜りがで

きて、当日の朝、全役員と町内の方々とバケ

ツや水中ポンプで排水作業を行って何とか夏

祭りを開催したことを思いだします。その後、

あれだけの雨が降って夏祭りを開催したのは

記憶にありません。その時協力頂いた皆様に

は感謝の気持ちで一杯です。 

 確か 2016年に自治会長をお引き受けして、

市役所や警察に陳情に行った事や町内のいろ

んな行事に参加させて頂いて色んな経験をさ

せて頂きました。自治会長の職務を全うでき

たのも町内の方々の支援の賜物だと思います。

此れからも、色んな行事に沢山の方々に参加

頂いて新江守中自治会の発展の為に若い方々

の参加と御支援をお願い致します。 

 

 

Ｄブロック 岸上通 

 

 私が自治会の役員に携わるようになったの

は昨年からで、昨年度は体育振興会会長、今年

度はDブロック長として、知識も経験も乏しい

中、いろいろな方に助けられながら務めていま

す。私が役員を務めている期間は、コロナ禍と

いうこともあり、イベントなどがなかなか行え

ず、先の見通しが立たない期間でしたが、その

反面LINEなどでの情報のやり取りが活発化し

て新しい形が定着化してきたようにも感じて

います。 

 今年度50周年記念事業の役に携わることな

り、これまで自治会活動に参加していなかった

私にとっては、これまでの活動を知る良いきっ

かけとなりました。 

 自治会役員を経験したことにより、自治会

の活動、仕組みが分かった事、また何よりも

町内の多くの方と知り合えた事がとても良か

ったと思っています。 

 

 

 

Ｅブロック 伊藤龍男 

 

新江守中自治会が結成 50 周年を迎えられま

した事を心よりお祝い申し上げます。またこ

の 50 年間自治会活動が持続できましたのは

支えてこられた歴代の自治会長、役員並びに

会員の皆様の御協力の賜物だといえます。今

後も自治会活動は続いていきます。そのため

には会員の皆様の御理解と御協力は欠かせま

せん。役員の任期は 1～2 年ですので会員のみ

なさまに役員の依頼がありましたら、快くお

引き受けしてくださることをお願いいたしま

す。 

 

 

Ｅブロック 佐藤和則 

  「～約30年を振り～」 

 

 私が新江守中自治会に居住して、約30年経ち

ます。 

はじめの頃は異動や仕事が忙しく、自治会

の仕事に参加することができませんでした。 

そんな中、自治会の仕事として初めて携わ

るようになったのが、子供会の会計でありまし

た。 

約1年間ではありましたが、子供達や保護者

等を芝政に連れて行く準備やお世話等に追わ

れて大変であったことをよく覚えています。 

今となってはいい思い出であります。その

後も、ブロックの班長、ブロック長等を経て、

自治会の本会計にも携わりました。 

当時の自治会も約340世帯もあり、会費や共

済金等の集計及び振込み、払い出しなど、仕事

の勤務時間の合間に銀行に行き手続するのは

大変でありました。 

そんなことから「もう二度とやりたくない」

という気持ちになりました。 

約2年経過したころ、自治会会長の方から集

会場会計の依頼を受け、私としてはもう二度と

受けたくない気持ちでしたが、仕事もそれ程忙

しくないこともあり、会計の経験もあって自治

会のためと思い引き受け、現在に至っています。 

今年は 50 周年記念行事を開催すべく、役員と

して頑張っている次第です。 
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Ｅブロック 佐久間隆一 

 

 2001年、私がこの新江守中で暮らし始めた年

です。 

当時学生であった私は、親元で生活をしてい

た為、自治会の活動に参加する事はほとんどな

く、興味もありませんでした。しかし2004年の

結婚を期に、家族が増えたこともあり、徐々に

自治会活動に参加させていただく事になりま

した。 

 班長・ブロック会計・ブロック体振・ブロ

ック長・体振理事。最初は正直気が重く、面

倒だと思う気持ちの方が強かったように思い

ます。でも、色々な自治会活動に参加するこ

とにより、各役員の苦労、またそれぞれの活

動の楽しさを知ることができました。役員の

苦労を知っているから協力をする、協力する

から苦労と楽しみを分かち合える。自治会で

暮らしやすく楽しく過ごすためには、この地

域で暮らすみなさんの協力が必要不可欠だと

思います。今まで自治会活動にあまり参加さ

れてこなかった方、是非とも活動に参加して

みてください！ 

 

 

Ｅブロック 飯田悌史 

 

 この度は新江守中自治会発足 50周年、誠に

おめでとうございます。我が家が新江守中自

治会に入会したころは、子供達はまだ幼かっ

たのですが、おかげさまで今は成人し、それ

ぞれの仕事に責任を持ちながら生活しており

ます。コロナの影響でまだ式は挙げておりま

せんが、昨年ようやく一人片付きました。思

い起こせば、子供達の学校行事やスポーツク

ラブ活動。自治会活動にも僭越ながら参加し

てまいりました。 

 様々な行事が"当たり前"のように行われ、

行事が終われば"当たり前"のように打ち上げ

と称し、膝つき合わせて酒を飲み、笑いなが

ら大騒ぎしてました。あれは"当たり前"では

ないのだと昨年気付かされました。 

"当たり前"のなんと楽しかったことか！ 

コロナの影響は娘の結婚式だけでなく、病気

で入院した伯父さんの見舞いすらできません。

この原稿を書いているのは 6月です。皆さん

のお目にかかる 10 月には"当たり前"が取り

戻せている事を切に願います。 

 新江守中自治会の会員の皆様に、ご多幸を

お祈り申し上げまして簡単ではございますが

一言メッセージに代えさせて頂きます。 

 

 

Ｅブロック 渡邉幸子 

 

 新江守中自治会 50周年、早い 50年、10年

前には 40 周年の立派な記念誌が発行されて

振り返りながらこの 10 年間自治会が大きく

若い世代も増え、喜ばしい想いです。 

 私も発足当時から係わり、新江守中自治会

は子供の成長を見ているようです。特に婦人

会活動から 6 ブロックに編成し、E ブロック

では婦人会活動を「よつば会」としてブロッ

クの女性全員が参加出来るよう活動し、E ブ

ロックから年 2万円の活動費でお花の苗を買

ってゴミステーションの横のプランターに植

えたり、講習会、集会場で料理を作ったり、

親睦を自治会行事の夏祭りに Eブロックとし

て協力、参加出来ていることは、大変良い隣

どおしのつながりになっています。近年は、

隣の家族同志の交流も薄れていますネ。 

 助け合い、声掛け、一緒に行事の参加も少

なく、家族構成も知らない、ひとり暮らしも

増え私も現在、夫と二人暮らしで近所の方に

お世話ご心配かける近頃ですが、よつば会活

動を通じ親睦交流出来ることは大変喜ばしい

ことです。昨年（令和 2 年）よりコロナ感染

防止で行事や集会は禁止され、増々親睦を深

めることが出来ず残念ですが、ひとつの活動  

を通じつながりを大切にしていきたいと思い

ます。 

 自治会委員も増え新しい人達の活動を応援

できるよう見守っていきましょう。 

 

 

Ｅブロック 佐々木真宏 

 

E ブロックに引っ越した翌年の秋頃、ブロッ

ク長をやってもらえないかと言われて引き受

けたのが、ちょうど 10 年前でした。実際にや

ってみると、ブロック長の引継ぎ書類は紙だ

けでパソコンのデータは無く、ゴミの問題、

ブロック費、規約の策定等、課題が沢山ある

事を初めて気づきました。しかし役員・家族

の協力により、新年会や側溝掃除の後の慰労

会等、色々な行事を楽しく行うことができま
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した。今思えば、引っ越して間もない段階で

自治会に携わった事で、知り合いも増えて有

意義な一年でした。 

 

 

Ｆブロック 松本勇司 

 「思い出や印象に残るエピソード等」 

 

 私の思い出に残ることは、平成 28年度に自

治会において体育振興会会長のときでありま

す。 

 その活動の中でも特に印象深いのは、やは

り社南地区体育祭です。当時、大会に向けて

体振委員の方々と準備を進め、おおよそ準備

が整い、大会当日を迎えていたところ、雨の

為に順延が決まり、大会が翌々日に変更とな

ったことで、町内の参加者が集まってくれる

だろうかが、一番心配でありましたが、当日、

大勢の方が参加して下さいまして、本当にう

れしく思いました。更にうれしい事に、大会

で上位入賞となりました。 

 

 

Ｆブロック 佐々木和宣 

 

 平成30年に会計を担当しました。日々の出納

管理、定例会の参加、総会資料の作成など、大

変苦労した事を覚えています。 

 会計を拝命した時は、「面倒だし、やりたく

ない」と正直思いましたが、自治会役員になっ

たことで、各種行事に関われたこと、役員メン

バーや自治会員と繋がりを持てたこと、自治会

の役割・必要性を認識できたことなど、人生経

験を積むという点でとても勉強になりました。 

 自治会の継続・発展には自治会員の協力が必

要です。そのためには、多くの方が自治会運営

に携わり、自治会を理解することが必要だと思

うので、各役職が回ってきた際は「面倒だけど

メリットもある」という気持ちで臨んでみては

いかがでしょうか。 

 

 

Ｆブロック 柳生尚邦 

 

 何年前かの記憶はありませんが ブロック

長をさせて頂きました。 

 あまり印象に残っても御座いませんが、大変

忙しい一年だった事だけが鮮明に記憶に残っ

ています。 

 ほぼ週末の夜を町内の集まりで埋まってし

まった事や、集会場所や時間の調整も大変で 

班長の集まりを極力減らし、書面により意思確

認をしたなど、体力勝負の一年でした。 

次は担当も違うと思いますが、体力も落ち同等

に対応が出来るかが心配です。 

 マンパワーを減らした、簡素化した活動に

なって居たら良いと思っています。 

 

 

Ｆブロック 五木敏裕 

 

 私が江守中に引越してきたのは、平成 9 年

の秋でした。現在の『アオキ』がパチンコ店

で、『ココイチ』がガソリンスタンドでした。

学校・病院・買物・パチンコと理想的に思い

すぐに決めました。最初のＦブロックの会合

に参加した時に、パチンコ店による被害報告

をしていて近隣住民に方々の苦労を知り、反

省して主戦場を渕町ダイエーに変更して、そ

こで『ヤマデン』さんや岩堀さんとお会いし

たのもなつかしい思い出です。 

 自治会には、2 度ブロック長をさせていた

だきましたが、3 年前の大雪の時は会長の大

筆さんを始め各役員さん・ブロック長さんと

は戦友のような気持ちで活動していた事をお

ぼえています。その時に安否確認に廻った時

に独居世帯や高齢世帯が多く有り、今後の自

治会の役割が重要になって来ていると思いま

した。 
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新青会 ～発足への思い～ 

 会長 吉田明弘 

 

 令和 3年 4月 25 日、新青会・結成会を新江

守中集会所 1 階にて開催、18 歳から 60 歳未

満の会員 40名が集合しました。 

 まず発起人、A ブロック小倉氏、Bブロック

掛谷氏、A ブロック山本氏を代表し掛谷氏よ

り新青会の主旨を会員に説明、次に初代会長、

私の新青会への思いを伝え、事業計画、収支

予算、会則を決議、次に役員三役、副会長 B

ブロック越氏、会計 Dブロック中村(和)氏、

次に各ブロック理事の選出、A ブロック立松

(正)氏、Bブロック竹内氏、Cブロック平林氏、

Dブロック佐々木(智)氏、Eブロック牧野氏、

Fブロック森本氏の理事でスタート。翌月の 5

月 9日定例理事会にて新江守中の任意団体と

して承認を頂きました。 

 自治会 50周年の記念すべき年に、新青会発

足、身の引き締まる思いと、世代交代、若手

の育成、友達仲間作りを目指し、自分達の自

治会は自分達で守るんだという強い思いで今

後の活動を行っていこうと思っております。 

 次は自治会 60 周年を目指してがんばろ

う！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万歩の会 

 Ｃブロック 大筆光一 

 

自治会の役員をここ数年務めさせていただ

きました、この間万歩の会の皆様に随分助けて

もらっております。自治会の皆さんはあまりご

存知ないかもしれませんが、万歩の会の方々は

全くのボランティアで、夏祭り準備後片付けや

子供神輿お応援、七夕用の竹笹の提供等、また

公園の草刈り、どんど焼きの準備、さらに公共

施設の修復など裏方作業の奉仕、その他集会場

玄関に毎年門松一対を制作寄贈されています。 

自治会として少しばかり謝礼を毎年していま

すが本当に有り難いことです。 

万歩の会の方々は住み慣れたこの地区への感

謝からの活動ですが、残念ながら会員の方々も

老齢が進み、活動も不自由になってきています。 

自治会の活動も役員だけでは大変です。これ

から退職され自由になる方や時間のある方な

ど住んでいる地区への奉仕活動を新しく考え

てみては如何でしょうか。 
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クラフトペーパーサークル 

 Ｃブロック 大筆喜美子 

 

毎月第１、第3木曜日の10：00～16：00の間、

新江守中集会場にてクラフトペーパーを使っ

て物作りしています。ストラップ、コースター

やテッシュペーパー入れなどの小物から中型

の収容箱、手提げバッグなど色々なものを作っ

ています。製作には講師の方が指導してくれま

す。 

皆でワイワイお喋りしながら楽しくやって

います。 

見学歓迎です、興味のある方は何時でも来

て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オールドキッズ友游会 

 Ⅾブロック 林俊郎 

 

私が同会に入会したのは、平成 29年 6月で前

会長の細川さんから勧められたからです同会

は平成 19 年 4 月に結成され、グランドゴル

フ・マレットゴルフ・ステイックリングの競

技を社南地区や福井市、福井県の大会等に参

加して、運動と会員同士の親睦を深めていま

す。 特にステイックリング競技は、平成 18

年に福井運動公園事務所でニュースポーツと

して考案された新しい種目です。3 人一組の

チームが対戦するのですが、各個人の技量だ

けではなく、基本的なルール七、競技中のル

ール十、と数多く 3 人の戦略、得点計算など、

子どもから高齢者まで参加出来る室内で行う、

ゴルフ型スポーツです。 昨年度からのコロ

ナ禍で、当クラブの練習場所も、きらめき施

設から、自治会集会所をお借りして、軽運動

を行っております。興味を持たれた方は一度

見学にいらしてください。 
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和太鼓「新」～更なる飛躍～ 

 会長 吉田明弘 

 

 自治会発足 50周年おめでとうございます。 

 新江守中和太鼓「新」も平成 21 年夏に誕生

し 13 年を迎えました。結成当時は、人はいる

けど太鼓がない！太鼓を叩きたいけど太鼓が

ないという状態からのスタート、毎週土曜の

夜に集会場に集まり練習を始め、一時は会員

数の減少で苦しい時期もありました。でも子

供と一緒に太鼓を叩きたいという保護者の方

も集まり現在、幼児、小中高、大人含めて約

40人のチームになりました。 

 夏祭りではド派手なパフォーマンスで、皆

様に楽しんでいただける様にもなりました。 

 和太鼓「新」も歴史を重ね、沢山の卒業生

が巣立って行きましたが、次の 60 周年に向け

て、夢と希望をもったチームを目指し、若手

の育成、仲間作り、皆に応援してもらえるよ

うに努めていきたいと思います。 

 最後に毎週練習が出来るのも御近所の皆様

のお陰と本当に感謝しております。 
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   5. 新江守中自治会役員・ 
      各種団体役員名簿一覧 

 
2012 年(平成 24 年) ～ 2021 年(令和 3 年) 
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新江守中自治会歴代役員一覧 
 

＜歴代自治会長、副会長＞ 
 

Ｎo. 西暦 和暦 自治会長 第一副会長 第二副会長 

41 2012年 平成24年 山本 泰久 轟 則雄 佐々木 勝春 

42 2013年 平成25年 轟 則雄 佐々木 勝春 河端 春和 

43 2014年 平成26年 佐々木 勝春 河端 春和 下川 忠彦 

44 2015年 平成27年 河端 春和 下川 忠彦 伊藤 龍男 

45 2016年 平成28年 下川 忠彦 伊藤 龍男 大筆 光一 

46 2017年 平成29年 伊藤 龍男 大筆 光一 横山 満之 

47 2018年 平成30年 大筆 光一 横山 満之 小倉 豪円 

48 2019年 令和元年 横山 満之 小倉 豪円    
49 2020年 令和 2年 小倉 豪円 横山 満之 

掛谷 龍一 
山本 泰久 

50 2021年 令和 3年 掛谷 龍一 山本 泰久 中出 正 

 
 

＜歴代会計、会計監査委員＞ 
 
Ｎo.  西暦  和暦   会計 会計監査委員 会計監査委員 

41 2012年 平成 24年 山田 哲也 鈴木 寛 西岡 一三 

42 2013年 平成 25年 片岡 修二 西岡 一三 山田 哲也 

43 2014年 平成 26年 米村 盛夫 山田 哲也 西岡 一三 

44 2015年 平成 27年 大筆 光一 米村 盛夫 山田 哲也 

45 2016年 平成 28年 鍋谷 昌宏 横山 満之      米村 盛夫 

46 2017年 平成 29年 佐藤 和則 米村 盛夫 森 栄三 

47 2018年 平成 30年 佐々木 和宣 鍋谷 昌宏 佐藤 和則 

48 2019年 令和元年 城崎 宏文 佐藤 和則 佐々木 和宣 

49 2020年 令和 2年 杉本 裕美 佐々木 和宣 城崎 宏文 

50 2021年 令和 3年 田口 晴彦 城崎 宏文 杉本 裕美 
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＜歴代集会所運営委員長、集会所会計＞＜歴代防災会会長＞ 
Ｎo.  西暦  和暦 集会所運営 

委員長 
集会所会計 防災会会長 

41 2012年 平成 24年 佐々木 勝春 関 幸治 鴨田 忍 

 42 2013年 平成 25年 佐々木 勝春 関 幸治 鴨田 忍 

 43 2014年 平成 26年 小林 秀志 横山 満之 鴨田 忍 

 44 2015年 平成 27年 村中 嘉隆 横山 満之 清水 隆之 

 45 2016年 平成 28年 村中 嘉隆 小林 繁二 清水 隆之 

 46 2017年 平成 29年 立石 孝雄 小林 繁二 荒木 紀隆 

 47 2018年 平成 30年 立石 孝雄 藤田 昌幸 荒木 紀隆 

 48 2019年 令和元年 立石 孝雄 藤田 昌幸 岩崎 静夫 

 49 2020年 令和 2年 立石 孝雄 佐藤 和則 岩崎 静夫 

 50 2021年 令和 3年 工藤 晃江 佐藤 和則 安丸 直樹 

 
 
＜歴代体育振興会会長＞＜歴代子供会会長＞＜歴代青壮年会会長＞ 
Ｎo. 西暦 和暦 体育振興会 

会長 
子供会育成会

会長 
青壮年会会長 

41 2012年 平成24年 大倉 政宏 志田 良子 林 俊郎 

42 2013年 平成25年 川端 政雄 志田 良子 桑原 繁治 

43 2014年 平成26年 小川 賢一 片岡 禅 桑原 繁治 

 44 2015年 平成27年 河瀬 慎人 舛田 美幸 桑原 繁治 

45 2016年 平成28年 松本 勇司 山本 富子 桑原 繁治 

46 2017年 平成29年 玉村 真司 佐々木 康子 向井 晋 

47 2018年 平成30年 山崎 茂 佐々木 康子 向井 晋 

48 2019年 令和元年 田口 晴彦 小川 敦子 
冨林 弥生 

向井 晋 

49 2020年 令和 2年 岸上 通 冨林 弥生 
工藤 晃江 

向井 晋 

50 2021年 令和 3年 佐久間 隆一 工藤 晃江 
岩崎 規代 

向井 晋 
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＜新栄会会長＞ 

No 西暦 和暦  
41 2012年 平成24年 元山 浩二 

42 2013年 平成25年 元山 浩二 

43 2014年 平成26年 元山 浩二 

 
 
＜新青会会長＞ 

No 西暦 和暦  
１ 2021年 令和 3年 吉田 明弘 
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＜歴代ブロック長＞ 
 

No 西暦 和暦 Aブロック Bブロック Cブロック 

41 2012年 平成24年 大平 利之 卯西 彰 上坂 恵一 

42 2013年 平成25年 奥出 俊雄 市村 勇 菅原 淳 

43 2014年 平成26年 小柳 幹夫 清水 隆之 山勢 欽庸 

44 2015年 平成27年 榎木 正 斎藤 安明 細川 昌保 

45 2016年 平成28年 玉村 真司 藤田 昌幸 石村 史郎 

46 2017年 平成29年 石塚 義治 高橋 聡 横山 満之 

47 2018年 平成30年 城崎 宏文 日下 嘉朗 山田 豊史 

48 2019年 令和元年 三田村 拓道 渡辺 猛 田中 慎治 

49 2020年 令和 2年 青池 牧朗 竹内 豊司 安丸 直樹 

50 2021年 令和 3年 市川 浩之 青木 彰利 玉井 俊昭 

 
No. 西暦 和暦 Dブロック Eブロック Fブロック 

41 2012年 平成24年 小林 秀志 佐々木 真宏 浜崎 輝雄 

42 2013年 平成25年 西岡 利修 高橋 和久 田中 孝夫 

43 2014年 平成26年 長崎 英一 南部 勝義 柳生 尚邦 

44 2015年 平成27年 小川 賢一 斎藤 直樹 関 幸治 

45 2016年 平成28年 三橋 直仁 山下 幹夫 小竹 宏明 

46 2017年 平成29年 鍋谷 昌宏 佐藤 和則 山田 博 

47 2018年 平成30年 桶屋 新一 林 之晃 五木 敏裕 

48 2019年 令和元年 江村 義一 佐久間 隆一 田野 裕之 

49 2020年 令和 2年 中塚 勝彦 飯田 悌史 修理 博明 

50 2021年 令和 3年 岸上 通 河瀬 慎人 中嶋 栄自 
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6. 自治会会員名簿と町内地図 
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Aブロック会員名簿 合計87世帯
令和3年8月現在

1班 2班 3班
No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名
1 小柳　幹夫 1 林　一幸 1 斎藤　貴美代
2 澤井　哲恵 2 上野　良治 2 長谷川　真知子
3 高崎　昭夫 3 酒井　淳 3 玉村　真司
4 大久保　真里 4 元山　まち子 佐藤　すみ子
5 藤井　利幸 5 堀　教一 (笹部　浩子)
6 朝日　隆秋 6 榎木　正 5 長谷川　賢司
7 青池　牧朗 7 川村　竹男 6 橋本　栄
8 多田　修次 8 白崎　純一 7 鴨田　朋輝
9 秋山　勝之 9 黒田　利夫 8 片岡　靖彦
10 飯田　輝雄 10 河端　春和 9 越　博和
11 ㈱海翔　 11 高間　一徳 10 小倉　義一

12 市川　浩之 11 坂井　茂樹
13 山本　泰久 12 フジイ工業　
14 立松　勇治 13 川村　徳三郎
15 渡辺　知佳

増田　愉女
田中　慎士

4班 5班 6班
No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名
1 小西出　正二 1 倉内　憲守 1 松井　隆裕
2 鈴木　孝行 2 梶縄　利雄 2 佐々木　暢一
3 石川　正朗 3 城崎　宏文 3 小林　勲
4 斎藤　愛子 4 酒井　潤 4 伊藤　陽夫
5 谷水　昇二 5 戸田　順一 5 小林　博之
6 森下　泰守 6 大森　聖円 6 奥出　俊雄
7 藤田　和祐 7 竹内　正意 7 片岡　憲夫
8 小谷　佳史 8 酒野　常行 8 福岡　秀明
9 石塚　義治 9 山本　道雄 9 藤井　宏
10 八木　浩江 10 大平　利之 10 宮原　正守
11 市橋　加奈子 11 立松　栄治 11 近藤　雅央
12 志田　英次 12 桑原　栄治 12 立松　正治
13 イデアカルア(好光善実) 13 山田　明信 13 三田村　拓道
14 北島　広貴 14 米川　志保 14 金森　達郎

15 杉岡　茂 15 上原　和真
16 林　裕樹 16 前田　達哉
17 川瀬　容子
18 中田　万理恵
19 品川　高一

16

4
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Bブロック会員名簿 合計64世帯
令和3年8月現在

1班 2班 4班
No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名
1 松林　敏子 1 青木　彰利 1 勝木　義光
2 上坂　傳 2 西山　優司 2 山崎　茂
3 上田　等 3 小竹　隆裕 3 深田　良幸
4 飯田　徳彦 4 土谷　俊喜 4 渡辺　猛
5 松浦　和美 5 安達　重昭 5 竹島　洋二
6 大倉　政広 6 柳森　勇貴 6 斎藤　安明
7 山田　和男 7 上田　雅之 7 井尾　洋一
8 内藤　加代子 8 柘植　兼一 8 福岡　祐一
9 竹内　豊司 9 掛谷　龍一 9 佐々木　良也
10 卯西　彰 10 高橋　聡 10 廣田　貴之
11 吉田　英子 11 清水　隆之
12 土手　秀一 12 漆崎　岩男
13 笠島　隆 3班 13 山田　ゆかり
14 藤井　光九 No. 氏名 14 藤井　秀明
15 藤田　昌幸 1 杉本　健治 15 山下　和也
16 石田　和義 2 市村　勇 16 掛谷　大資
17 横山　彰 3 東田　時子 17 松井　孝
18 長谷　隆之 4 西浦　慶志郎 18 杉本　雄一
19 大久保　翔 5 轟　則雄 19 岡部　剛士
20 浜本　信彦 6 長尾　務 20 岩崎　静夫
21 藤野　栄治 7 日下　嘉郎 21 宗近　琢也

8 立石　孝雄 22 奥田　篤
9 高島　隆二郎
10 橋向　隆行
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Cブロック会員名簿 合計41世帯
令和3年8月現在

1班 2班
No. 氏名 No. 氏名
1 小山 昌 1 細川 昌保
2 幅田 衛 2 田口 晴彦
3 巴山 秋子 3 中川 博之
4 宮崎 久美子 4 川端 政雄
5 前田 昌利 5 新井 明
6 玉井 俊昭 6 中村 泰仁
7 田中 慎治 7 河上 和子
8 木戸口 大輔 8 平林 慎伍
9 清水 克彦 9 守 敏巳
10 山勢 鉄庸 10 勝見 修二
11 鷲田 武敏 11 石村 史郎
12 冨林 良成 12 稲垣 弘子
13 杉若 琴美 13 安丸 直樹
14 大筆 光一 14 山田 豊史
15 田中／ミラテック㈱ 15 佐々木 勝春
16 道下 達也 16 菅原 淳
17 村上 昭雄 17 平林 義行
18 横山 満之 18 北野 節子
19 宮本 博志 19 向田 拓麻
20 高原 清華
21 上坂 恵一
22 森 英三
23 江守きらめき 
24 オーケー リフォーム 
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Dブロック会員名簿 合計48世帯
令和3年8月現在

1班 2班
No. 氏名 No. 氏名
1 竹内　憲一 1 佐々木　智宏
2 寺腰　正雄 2 鈴木　寛
3 河端　和子 3 中村　誠一
4 三田村　弘子 4 山﨑　幹浩
5 村中　嘉隆 5 三橋　直仁
6 桑原　繁治 6 桶屋　新一
7 古市　睦子 7 江村　義一
8 藤井　師信 8 千田　知枝
9 下川　忠彦 9 中塚　勝彦
10 林　俊郎 10 岸上　和人
11 小林　繁二 11 北川　孝幸
12 滝本　嘉宣 12 佃　務
13 吉田　明弘 13 伊藤　昭弘
14 長崎　英一 14 中出　正
15 小川　賢一 15 土田　秀和
16 鍋谷　昌宏 16 工藤　創
17 木村　雅彦 17 吉川　和男
18 織田　法子 18 野坂　嘉雄
19 黒田　友明 19 森永　哲廣
20 菊川　大介 20 石田　利幸
21 石川　正和 21 松野　智哉
22 坪川　拓雄 22 廣瀬　大介
23 村上　哲雄 23 中嶋　秀行
24 西野　浩章 24 長谷川　雄佑
25 高橋　洋人
26 セクト　
27 上山会計　
28 タバタオート　
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Eブロック会員名簿 合計44世帯
令和3年8月現在

1班 2班 3班
No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名
1 永田　絹子 1 野村　尚文 1 黒川　敏子
2 鎌谷　誠一 2 坪川　奈緒美 2 佐久間　隆一
3 渡邉　年夫 3 斉藤　幸子 3 芦野　義守
4 岡本　勉 4 加藤　豊 4 岡本　昇一
5 林　之晃 5 山下　幹夫 5 相澤　章
6 斉川　輝次 6 中村　軍治 6 平尾　誠
7 池應　舜一 7 辻広　歌子 7 南部　勝義
8 牧野　哲也 8 伊藤　龍男 8 村田　博久
9 黒川　一美 9 ㈲フクナリ　
10 矢野　重信
11 斎藤　直樹

4班 5班 班外
No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名
1 山崎　伊昭 1 小林　ふさ子 1 どひ歯科クリニック
2 西岡　一三 2 田﨑　裕基
3 北島　菊野 3 中村　有智
4 飯田　悌史 4 佐々木　真宏
5 大岩　春樹 5 小林　えい子
6 佐藤　和則 6 中村　健太郎
7 高橋　和久 7 河瀬　慎人

8 岡田　庸薫
9 森永　純充
10 西岡　克樹
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Fブロック会員名簿 合計58世帯
令和3年8月現在

1班 2班 3班
No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名
1 松本　勇司 1 坂井　敬冶 1 水島　芳枝
2 上山　雅広 2 平田　弘 2 岩堀　利秋
3 星山　弘行 3 牧野　行雄 3 岩本　直明
4 山田　博 4 森本　浩章 4 田野　裕之
5 村田　勉 5 五木　敏裕 5 小林　誠
6 忌部　寿男 6 西坂　満 6 浅野　孝信
7 吉野　友康 7 永尾　龍生 7 関　幸治
8 中嶋　栄自 8 岡田　敏夫 8 大橋　貢
9 向井　晋 9 山田　哲也 9 安澤　規夫
10 田中　禮子 10 寺島　良平 10 濱田　眞佐哉
11 堀　利美 11 柳生　尚邦 11 第一化成㈱　
12 加藤　正志 12 前田　政晴 12  CoCo壱番屋　
13 岡田　啓志 13 野村　政友 13   アンシーズ㈱　
14 野村　修弘 14 横山　国男

15 田村　元

4班
No. 氏名
1 屋敷　昭博
2 小竹　宏明
3 佐々木　和宣
4 横山　幸市
5 斉川　佳広
6 高橋　昇
7 辻　昌幸
8 土肥　賢一
9 土田　智大
10 浜崎　輝雄
11 清水　拓
12 杉本　一幸
13 修理　博明
14 三賀森　忠明
15 牧野　文彦
16 加藤　和彦
17 増田　由憲
18 伊藤　建二
19 横山　午一郎
20 ほっかほっか亭　

㻢㻜



Aブロック 地図　　

伊藤

小林勲

前田 金森 松井
小林
博

奥出
佐々木

上原

三田村 福岡
片岡
憲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯数87　企業数3　令和3年8月現在

河端

立松
栄

林
祐樹

竹内 杉岡 畑 山本 泰
大平

アパート 近藤 宮原
藤井
宏

立松
正

桑原

中田
山本
道

アパート
増田米川

戸田 酒井潤 城崎 梶縄

大森
山田 品川 畑 酒野

高間川瀬 倉内 立松 勇 榎木 川村 市川

市橋 志田 八木 石塚
谷水

好光 北島 鈴木

小谷 藤田 森下 上野 酒井 淳 元山 井上

大久保 藤井 利 秋山 朝日 青池 多田

石川 渡辺 白崎 黒田 堀 林Mサンプル

小西出 アパート 斎藤

鴨田 坂井 坂井 片岡 越 小倉 公園
高崎 畑

橋本
長谷川

賢
川村 佐藤 玉村

澤井 小柳

(株)フジイ工業
(株)海翔

飯田山崎建設

長谷川
敏

斎藤
喜

P
P

1班

2班

3班

4班

5班

6班

㻢㻝



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯数64　令和3年8月現在Bブロック　地図

西山 青木

石田

公園

P 柳森 上田

奥田

宗近

岩崎

杉本

松井

岡部

掛谷（大）

斎藤

清水 漆崎 山田 藤井 山下

アパート 廣田 佐々木 福岡 井尾

山崎 深田
アパート

渡辺

勝木 竹島

轟 長尾 P

米村 日下 立石 高島 橋向

石黒 高橋

西浦 P 市村 杉本

安達 柘植

土谷
掛谷

小竹

内藤

公園

藤田 藤井 笠嶋 土手 吉田 卯西

横山 長谷 大久保 浜本 伊部 藤野

竹内上田 飯田
松
浦

太田 山田

4班

3班

2班

1班
㻢㻞



田中

江守きらめき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯数41　企業数3　令和3年8月現在

小山 幅田

玉井 前田 宮崎

巴山

村上 道下
ミラテック

(株) 大筆 杉若

木戸口 清水 山勢 鷲田 冨林・森下

P 横山

稲垣 中村

細川 田口 中川 川端 新井

森 上坂 高原 宮本

安丸 山田 畑 集会所

石村
勝見 守 向田

平林（慎） 河上

佐々木

Cブロック 地図

北野 角 平林（義） 菅原

1班

2班

㻢㻟



寺腰

アスワ電子工業

シーエス物流
(株)上坂

菊川

パセオ

小林

Pアパート アパート アスワ電子P マンション マンション

セクト

竹内
坪川

小川
長崎

石川

織田

アパート 三崎 林 下川

古市吉田 村上 藤井

新江守中中央公園

木村

鍋谷滝本

上山会計

桑原

資材置き場 中出

アパート 村中マンション

中村 鈴木
アパート

高橋 西野 河端 三田村 黒田工藤 伊藤 野坂 P千田

佐々木 智

加藤

桶屋

吉川 北川山崎 三橋
江村

森永

Dブロック 地図

中塚

　　　　　　　　        世帯数48　企業数3　令和3年8月現在

廣瀬岸上

佃 アパート

長谷川土田 松野

アパート

2班

1班

㻢㻠



池応
アパート

斉川林

アパート

飯田 大岩 佐藤

高橋

矢野
黒川
一

木根 平尾

P 村田

アパート佐久間P

北島
斉藤 直

西岡
一

瀧本

牧野

山崎

永田 鎌谷
小林
邦 渡辺

岡本
勉

岡本
昇

野村 芦野
相沢

坪川

黒川
敏

伊藤
斉藤
幸

加藤 山下
中村
軍

佐々木

アパート

辻広

西岡
克

森永 中村 有

池上

アパート 南部 アパート
小林 え

小林克

Eブロック 地図

河瀬

中村 健

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯数44　企業数3　令和3年8月現在

2班 3班

1班

5班

4班

㻢㻡



　　　　　　　　　　　　　　　　世帯数58　企業数4　令和3年8月現在

加藤 和 修理

COCO
  壱番

第一化成
北陸支社

岩堀

ほっか
ほっか亭

コイン
ランドリー

伊藤

齊川
アンシーズ
IBN福井

P 小林 田野

増田
牧野
文

三賀森

水島

土田 土肥 辻 高橋 濱田

田村 平田 アパート

浜崎 清水 杉本
横山
幸

浅野 関 大橋 安澤 岩本

P 坂井

佐々木 横山 屋敷 小竹 森本
牧野
弁

P

五木 西坂 永尾 岡田

吉野
野村
修

堀

横山 国 野村 政 前田 柳生 寺島 山田 哲

アパート

新江守中西公園

中嶋

加藤
正

岡田

忌部

Fブロック 地図

星山 上山 松本

向井 田中
山田 博

村田

1班

2班

3班4班
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7. 50 周年記念事業委員会経過報告 
 

     50 周年記念誌編纂事業委員会 
     50 周年記念式典事業委員会 
     50 周年記念事業委員会 
     50 周年記念事業委員会名簿一覧 
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50周記念事業実行委員会 経過報告 

 
令和 2年 10月 自治会結成 50周年記念事業実準備委員会を設立する。 

 

令和 3年 2月  自治会結成 50周年記念事業実行委員会を設立する。 

 

   各役員を任命する。 

 

  50周年記念事業総括委員長  掛谷 龍一 

  50周年記念事業実行委員長  佐々木 勝春(退任) 

       吉田 明弘(後任)  

50周年記念事業委員長   山本 泰久 

副委員長 青池 牧郎 

副委員長 竹内 豊司 

50周年記念式典事業委員長  中出 正 

副委員長 安丸 直樹 

副委員長  佃  務 

50周年記念誌編纂事業委員長   関  幸治 

副委員長 飯田 悌史 

副委員長 修理 博明 

50周年記念事業会計   小倉 豪円 

50周年記念事業事務局員  杉本 裕美 

事務局員  佐藤 和則 

 

 

記念事業委員会 

 85インチ TVの購入活用 

 各ブロックに街頭消火器設置 

 

記念式典事業委員会 

 自治会員と来賓招待のもと感謝と祝福の式典挙行 

 

記念誌編纂事業委員会 

 自治会発足 40年～50年の 10年間の記録の集大成 

㻢㻤



 

50周記念事業委員会経過報告 

活動報告 
 

3月 28日(日) 第 1回打合せ  自治会ホームページのデザイン、構成を検討 

 

4月 19日(月) 第 2回打合せ  ㈱アイ社とホームページの打合せ 

 

5月 21日(金) 第 3回打合せ  自治会ホームページの詳細に関する打合せ 

 

5月 23日(日) 第 1回拡大実行委員会 事業委員会の進捗状況報告 

 

7月 9日(金) 85インチモニターおよび台の設置完了 

 

7月 12日(月) 第 4回打合せ  ㈱アイ社とのホームページ打合せ 

 

8月 22日(日) 自主防災会と連携 発電機 1台と消火器 17台購入 

 

9月 26日(日) 最終拡大実行委員会 事業委員会の進捗状況報告 

 

10月 10日(日) 50周年記念式典にて自治会 HP公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㻢㻥



 

50周記念式典事業委員会経過報告 

新江守中自治会結成 50周年記念式典 次第 

令和 3年 10月 10日 AM10:00～ 

 

第１部 式典 

 

１  開式の辞      結成５０周年記念事業実行委員長   吉田 明弘 

 

２  国歌斉唱  

 

３  市民憲章唱和              集会所委員長     工藤 晃江 

 

４  式辞                    自治会長         掛谷 龍一 

 

５  自治会沿革                式典事業委員長   中出 正 

 

６  50周年記念事業紹介         記念事業委員長    山本 泰久 

                          自主防災会会長   安丸 直樹 

編纂事業委員長    関 幸治 

 

７  感謝状・表彰状贈呈          集会所地権者    片岡 栄一  様 

                          自治会功労者    高崎 昭夫  様 

川端 政雄  様 

                          新江守中自治会  内藤 加代子 様 

 

    ぼうさいコンテスト表彰者      Cブロック山田 梨愛 様 

Cブロック 中村 美月 様 

                                Dブロック 小川 あい 様 

Dブロック 工藤 蒼依 様   

 

㻣㻜



 

８  来賓祝辞           福井市長              東村 新一 様 

（代理 副市長           西行 茂 様） 

             衆議院議員        稲田 朋美 様 

             参議院議員        山崎 正昭 様  

             福井県議会議員      山本 芳男 様 

             福井市議会議員      野田 哲生 様 

             社南公民館長       塚谷 利一 様 

             社南地区連合会会長    廣瀬 信哉 様 

 

９  来賓紹介           合谷町自治会長          佐々木 和行 様 

                    福南団地自治会長         大島 一好  様 

                    渕自治会長              加藤 由雄  様 

                    渕町 1組自治会長         酒井 純子  様 

                    渕町団地自治会長         柘植 美里  様 

              新江守中第 27代自治会長 下川 忠彦 様 

                新江守中第 28代自治会長 伊藤 龍男 様 

                卓球クラブ        西岡 一三 様 

              オールドキッズ悠遊会   林  俊郎 様 

 

１０ 祝電披露           福井県知事               杉本 達治  様         

 

１１ 閉式の辞            第１副会長               山本 泰久 

 

 

第２部 アトラクション 

１ 自治会活動紹介 

 

２ 和太鼓 新 演舞 

 

 

 

㻣㻝



 

50周記念誌編纂事業委員会経過報告 

活動報告 

 
4月 10日(土)  第 1回打合せ 編集編纂の概要確認 

 

4月 24日(土)  第 2回打合せ 委員による編集編纂作業内容分担調整 

 

5月 9日(日)  第 3回打合せ 各委員の進捗状況確認 

 

5月 16日(日)  第 4回打合せ 各委員の進捗状況確認 

 

5月 23日(日)  第 1回拡大実行委員会 事業委員会の進捗状況報告 

 

6月 27日(日)  第 5回打合せ 各委員の進捗状況確認 

 

7月 11日(日)  第 6回打合せ 各委員による編集編纂資料の整合 

 

7月 25日(日)  第 7回打合せ 各委員による編集編纂資料の整合 

 

8月 22日(日)  第 8回打合せ 現段階の冊子にて第 1回校正実施 

 

9月 5日(日)  第 9回打合せ 現段階の冊子にて第 2回校正実施 

 

9月 12日(日)  第 10回打合せ 不足資料の再確認、第 3回校正実施 

 

10月 10日(日)  記念式典 掲載用記録写真・動画撮影 

 

10月 23日(日)  記録写真を編集し、仮製本作成 

 

11月 7日(日)  自治会役員会にてホームページアップ承認 

 

㻣㻞



50周記念事業実行委員会 名簿一覧(順不同) 

 
50周年事業統括委員長  掛谷 龍一 

50周年事業実行委員長  吉田 明弘 

50周年記念事業会計  小倉 豪円 

 

50周年記念事業委員会 

   記念事業委員長  山本 泰久 

副委員長 青池 牧郎 、 竹内 豊司 

事業委員 市川 浩之 、 青木 彰利 

 

50周年記念式典事業委員会 

記念式典委員長  中出 正 

副委員長 安丸 直樹 、 佃  務 

事業委員 玉井 俊昭 、 岸上 通 

 

50周年記念誌編纂事業委員会 

編纂事業委員長  関  幸治 

副委員長 飯田 悌史 、 修理 博明 

事業委員 河瀬 慎人 、 中嶋 和枝 

 

協力者  日下 喜郎 、 山崎 茂 、 上田 等 

  川端 政雄 、 佐久間 隆一 

 

協力団体 新青会 、 自主防災会 、 子供会  

  和太鼓「新」 、万歩の会 、 

  クラフトペーパーサークル 

  オールドキッズ友游会 

50周年記念事業事務局 

記念事業事務局員 杉本 裕美 、 佐藤 和則 

㻣㻟



結成 50周年記念事業に賛同いただいた方紹介(順不同) 

お名前 役名・所属         金額 

内藤 孝・加代子 様 Bブロック        100,000 

掛谷 龍一  様 令和 3年 自治会長        300,000  

吉田 明弘  様  新青会会長         200,000 

佐々木 勝春 様 平成 26年 自治会長         100,000   

小倉 豪円  様 令和 2年 自治会長           100,000  

山本 泰久  様  第一副会長       30,000 

中出 正   様  第二副会長      30,000 

関 幸治   様 Fブロック            30,000 

田口 晴彦  様  自治会会計           30,000 

工藤 晃江  様  集会所運営委員長           30,000 

佐藤 和則  様 集会所会計           30,000 

玉井 俊昭  様 Cブロック長      30,000 

市川 浩之  様 Aブロック長      10,000 

青木 彰利  様  Bブロック長           10,000 

岸上 通   様 Dブロック長           10,000 

河瀬 慎人  様 Eブロック長           10,000 

中嶋 和枝  様 Fブロック長           10,000 

安丸 直樹  様  防災会会長           10,000 

佐久間 隆一 様 体育振興会会長           10,000 

岩崎 静夫  様 育成会・子供会会長           10,000 

レストラン＆バー 

粟樹楼   様 
            10,000 

和太鼓 新  様      50,000 

森本 浩章  様 Ｆブロック     10,000 

越 博和   様 新青会副会長 超大型 TV台 

 

以上の皆様に、結成 50周年にあたり寄付を頂戴し心より御礼申し上げます。 

 

50周年事業実行委員長  吉田 明弘 

50周年記念事業会計  小倉 豪円 

㻣㻠



 

結成 50 周年記念事業にご祝儀をいただいた方紹介（順不同） 
 
お名前                          金額 
高崎 昭夫   様   新江守中第 38 代自治会長      10,000 
片岡 栄一  様   集会所地権者                       10,000 
内藤 加代子 様   新江守中 Bブロック                 10,000 
塚谷 利一  様   社南公民館長                       10,000 
社南地区連合会様                                         30,000 
廣瀬 信哉  様   江守中自治会長                    10,000     
加藤 由雄  様   渕自治会長                         10,000 
酒井 純子  様   渕町一組自治会長                   10,000  
柘植 美里  様   渕町団地自治会長                   10,000  
下川 忠彦  様   新江守中第 27 代自治会長            20,000 
林 俊郎   様   オールドキッズ悠遊会                5,000 
斉藤 俊之  様   株式会社アイ                       30,000 
株式会社アスワ村田製作所 様                        ビール詰合せ 
 
 
 
以上の皆様に、結成50周年にあたりご祝儀を頂戴し、心よりお礼申し上げます。 
 
         50 周年事業実行委員長    吉田 明弘 
         50 周年記念事業会計     小倉 豪円 
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8. 50 周年記念式典 PHOTO 
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写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

開式の辞 市民憲章唱和

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3

50周年記念事業発表 編纂事業 参列者の方々

式　辞 自治会沿革

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

50周年記念事業発表 式典事業 50周年記念事業発表 自主防災会
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写真SIZE 5.5×8.3

写真SIZE 5.5×8.3

感謝状贈呈 感謝状贈呈

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

来賓祝辞　参議院議員 山崎正昭 様 列席来賓の方々

表彰状贈呈 表彰状贈呈

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

来賓祝辞　福井市長代理副市長 来賓祝辞　衆議院議員 稲田朋美 様
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活動報告パネル 和太鼓　新　演舞

写真SIZE 5.5×8.3 写真SIZE 5.5×8.3

前夜祭 前夜祭

和太鼓　新　演舞 和太鼓　新　演舞

前夜祭 前夜祭
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9. あとがき 
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あとがき 

 
☆ 1972年(昭和 47年)に小さな自治会として誕生し、前回結成 40周年から早 10年

が過ぎ新江守中自治会結成 50周年にあたり、令和 2年の準備委員会を経て本年 

令和 3年 2月より実行委員会とし限られた時間で記念式典までの編纂をおこなった。 
 

☆ 記念誌は 3部門による構成とした。 

第 1部門は資料記録編・編年体による諸活動記録と映像記録をともに纏めた。 

第 2部門はデータ解析編とし、自治会員数や自治会会計収支などデータをグラフ化

し容易に変遷が分るようにまとめた。 

第 3部門は一言メッセージ編とし各自治会への思い出等色々な内容の記載する 

ようにまとめた。 

 

☆ 余すところは、自治会構成会員名簿・住宅地図・歴年の役員名簿を掲載し記録と

しての価値を将来に受け継いでいただきたい。 

  

☆ 編纂作業にあたり、記事・写真・画像データ等の収集には自治会員皆様から多く

の御協力にて、多種多様な資料を得ることができ感謝申し上げます。 

 

☆ 自治会結成 50 周年は一通過点であり、今後自治会の発展はこれに携わった編纂

委員一同の願いであります。 

 

令和 3年 11月 7日 

新江守中自治会 50周年記念 

記念誌編纂事業委員会 

委員長 関 幸治 

 

おことわり 

小誌に於ける姓名の表記は、自治会に提出された台帳の記載に基づいたものであり、万一の

誤字、脱字並びにその他の項目に関する正誤は、来る次期発刊時に於いて全て修正を記す。 
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