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住民と行政が連携して 「子供達が安心して遊べる吸川」をつくる目的で設立しました。、
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！吸川をきれいにする会 平成21年度定期総会 開催されましたの が

開催日時 平成２１年１月２４日 １０時３０分～

開催場所 一関南小学校 ひまわり児童クラブ

議 事
（１）平成２０年度活動報告
（２）平成２０年度収支決算及び監査報告
（３）平成２０年度事業計画
（４）平成２０年度収支予算
（５）役員改選

平成２０年度活動報告

平成20年 １月２７日 定例総会（一関南小学校ひまわりクラブ）
６月１０日 南小４年生吸川放水路見学学習支援(12名)
６月２７日 吸川ホタル探検会 (ふれあい公園みやざわ)
７月 会報�２６発行
９月２０日 吸川探検隊（磐井川合流部→一ノ関駅東口）

１０月 会報�２７発行
１０月２２日 北上製紙との意見交換会（正副会長と事務局）
１２月１８日 役員会（南小ひまわりクラブ）

※他団体との共催事業等

平成20年 １月26.7日 第8回北東北「川・水環境」ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加
７月１２日 第9回北上川河口域ごみ清掃活動「海岸清援隊」

※継続的に行われている各地域の清掃活動

宮沢公園の清掃活動
千刈田橋から御手廻橋間の清掃活動
新山橋から大安寺橋間の清掃活動
新吸川橋より下流ＪＲ鉄橋の清掃活動
東北電力ＡＰから下流域の清掃活動
一ノ関駅東口から下流の清掃活動

平成２１年度事業計画

１．吸川に魚類・ホタル・昆虫及び鳥類などが生息し清流植物が
生育できる環境の整備

※吸川流域の清掃活動の実施
※吸川探検の実施
※一ノ関駅東口より下流域の整備促進
※新山川とその周辺の環境整備

２．市民や企業に対する吸川をきれいにする運動参加と認識の高揚

※五間堀の水量を増やす方策を探る
※一ノ関駅東口連絡通路掲示板の活用

３．他団体との交流促進

※行政との懇談
※近隣の環境団体との情報交換を図る

項　　目 予　算
前年度繰越金 266,086
会費 155,000
雑収入
合計 421,086

項　　目 予　算
総務費 170,000

事業費 200,000 清掃会
交流促進
啓蒙運動　　　等

予備費 51,086
合計 421,086

会議費　30,000円

摘　　要
会報発行（年３回発行予定）　100,000円
通信費　10,000円
印刷費　30,000円

特別会員１社．正会員２７０名

支出の部

平成２１年度一般会計収支予算
収入の部

摘　　要

� 　役　職 　　氏　　　名 　所　 属 　区分
1 　会　長 　小野寺　博　人 　一関６区 　全域
2 　副会長 　佐　藤　忠　士 　真滝１５区 　上流
3 　副会長 　小　野　瑞　彦 　一関８区 　中流
4 　副会長 　阿　部　成　實 　三関３区 　下流
5 　事務局長 　平　澤　和　則 　一関１６西 　全域
6 　常任幹事 　千　葉　健　治 　台東民区 　新山川
7 　常任幹事 　小　岩　保　雄 　一関２０区 　沢川
8 　常任幹事 　佐　藤　幸　夫 　三関４区 　下流
9 　幹　事 　大　野　　　恒 　真滝１５区 　上流
10 　幹　事 　石　川　俊　治 　真滝１５区 　上流
11 　幹　事 　田　中　イサ子 　一関６区 　中流
12 　幹　事 　加　藤　　　正 　一関６区 　中流
13 　幹　事 　清　水　久　昭 　一関７区 　中流
14 　幹　事 　武　田　ユキ子 　一関１７区 　下流
15 　幹　事 　金　野　重　夫 　三関４区 　下流
16 　幹　事 　菅　原　　　功 　台東民区 　新山川
17 　幹　事 　千　葉　恒　巳 　真滝１４区 　新山川
18 　幹　事 　今　野　昌　夫 　真滝１３区 　新山川
19 　幹　事 　菅　原　　　寿 　一関２０区 　沢川
20 　監　事 　千　葉　　　壮 　真滝１５区 　全域
21 　監　事 　小　島　慎　悟 　一関１７区 　全域
22 　顧　問 　豊　村　富　司 　一関７区 　全域
23 　顧　問 　福　田　寿　郎 　真滝１３区 　全域

役員の改選が行われ、下記の通り承認されました
任期：平成２１．２２年度

項　　目 予算（Ａ） 決算（Ｂ）差異（Ｂ－Ａ） 摘    要
前年度繰越金 264,039 264,039 0
会費 155,000 150,000 -5,000 特別1社．正254名．正2口3名
補助金 0 35,482 35,482 一関市役所
雑収入 0 504 504 利息(504円)
合計 419,039 450,025 30,986

項　　目 予算（Ａ） 決算（Ｂ）差異（Ｂ－Ａ） 摘要
総務費 170,000 120,515 -49,485 通信費        (3,480円)

印刷費      (28,195円)
会報発行   (59,400円)
会議費      (29,440円)

事業費 200,000 63,424 -136,576 ﾜｰｸｼｮｯﾌ  ゚   (2,434円)
放水路見学 (3,408円)
ﾎﾀﾙ探検     (6,600円)
吸川探検   (45,982円)
ﾎｰﾑ ﾍﾟー ｼ  ゙   (5,000円)

予備費 49,039 0 -49,039
合計 419,039 183,939 -235,100

平成２０年度一般会計収支決算
収入の部

支出の部

（収入４５０，０２５円　－（支出）１８３，９３９円　＝（残金）２６６，０８６円


