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回覧 

令和 3 年(2021 年)度 第 十 回 定例役員会  2021年 10 月 2日（土）  

         ～2021 年 9 月 29 日（水）作成～    （会場：ボンシャンス） 

＜ 館長報告 ＞ 館長 土井 承夫（どいよしお） 
澄み切った秋空が清々しい季節となりました。コロナの収束にはもう少し時間

がかかりそうですが、その中でも皆様が健やかにお過ごしになります様お祈り

するばかりです。 

＜ 公民館新築進捗（しんちょく）状況 ＞～ 

～令和 3 年（2021 年）9 月 27 日（月）朝 7 時撮影。建設中の新福庭自治公民館～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ＜朝日に映える外装工事中の新・福庭自治公民館＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜道路から見た後部＞                ＜道路から見た横・前部＞ 
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＜今後の工程と完成後の予定について＞ 

10 月 4 日（月）～11 月 30 日（火） 10 月中旬まで外壁・外装工事を行います。 
全ての窓は既にフレームもガラスも設置完了です。それ以降は納期の 11 月末 

まで、内装工事と床のフローリングを施工しま

す。引き続き納期厳守の体制で進めて頂きます。 

11 月 30 日（火） ・・・新・福庭自治公民館 完成・引き渡し。 

12 月 1 日（水）～2 日（木）・・最大値引きしたエアコン（全室）、大型 TV   

（大会議室に設置予定）補助冷蔵庫等の電化製品 

関係の設置や Wi-fi（ワイファイ）のシステム構築 

（これを完備すると将来に亘ってパソコンや   

スマホ・タブレット等の IT機器がワイヤレス（無線）

で使用できます）これにより今後 30～40 年以上、 

世の中のデジタル化に対応できます。これからの 

福庭を担う若い世代には必須のアイテムです。 
12 月 3 日（金） ・・・引っ越し作業を行います。3 号公園に設置したコンテナ

2 個の公民館仮事務所・仮倉庫に 5/10 に納めた旧公民館の  

荷物を新公民館に戻す作業を行います。これは、再びアート 

引っ越しセンター鳥取支店にお願いして「戻り便扱い・お得意

様（土井自身が過去、首都圏―倉吉便を複数回利用した実績 

あり）特別割引」にて作業頂くことで契約を済ませました。 

（最大値引き 30%を獲得）作業は午前 11 時から行い 15 時 

までには終了します。 
＊備品の搬入：この日の午後、各業者から次のアイテムが新公民館に搬入され 

ます。 会議用ホワイトボード（白板の最新型）、会議用テーブル机 10 個   

（4 個は古い物が使えます）、高齢者用座椅子 5 個、カーテンとレール（全室

取り付けまで含む）、調理室用食器棚（高さ 180 センチ白）1 個です。これら

は、私が業者とのタフな価格交渉により考えられる最大値引き価格にて契約

しております。 
＊寄贈品（無償提供）の搬入：この日までに住民の皆さんから無償提供 
 されたアイテムも搬入します・・「中古のアップライト型ピアノ（ブラウン色）」 
調律代と専門業者による運搬費は館長の土井が負担致します。「日本製薄型  

テレビと DVD プレーヤー」これは土井が保有する中古品でテレビ台をつけて 
無償提供します。1 階の 8 帖の部屋に設置予定です。 
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「パワーポイント資料発表用プロジェクターとスクリーン、ポインター」を  

提供します。これは令和 2 年 2 月の倉吉市社会福祉協議会主催の「公民館活動

に関する発表会」で私が運よく入賞して獲得した賞金で購入しました。 
その他、2 人の住民の方よりそれぞれ「応接セット（ソファー4 点とテーブル）」 
と「新品同様の座布団 10 枚及びまだ新しい食器類多数」を寄贈頂きました。 
本当にありがとうございました。 
＊追記）道路側のボロボロのフェンスは全て新しいフェンス（色は白）に取り 

換えます。新公民館完成の 11 月 30 日までに取り付けます。また、玄関の表札 
と自主的寄付金の「寄付者銘板」はセットにして同じ業者から購入します。 
表札は縦型でヒノキ板に「福庭公民館」の文字を黒色で刻します。 

 
＊建築登記簿謄本（履歴事項全部証明書）と土地登記簿謄本（履歴事項全部  

証明書）の作成は、すでに私が遠藤土地家屋測定士様と西川司法書士様（法人化

と所有権移転で大変お世話になった方）と 9 月 7 日に面談させて頂き 12 月中

に法務局に提出できるように手配完了致しました。 

 
＊最高額のコミュニテイセンター助成金 1,500 万円と市の施設整備補助金 90 
万円の実勢報告書作成は 9 月 16 日に私が倉吉市役所殿の地域づくり支援課を 
訪問し、課長、係長、主任 3 名の方及び 2,000 万円の低利融資を受ける山陰  

合同銀行倉吉支店支店長代理様の合計 6 名の方々とお打ち合わせさせて頂き 

12 月中に適時ご指導を頂きながら作成完了する事になりました。（令和 3 年度

コミュニテイ助成事業実施要綱第 11 条に基づく） 
＜今後の予定に戻ります＞ 
12 月 4 日（土）・・・朝 9 時より前日に運ばれた引っ越し荷物の整理を行い         
  ます。本年度の班長を含む全役員 30 名の内で都合のつく方は全員参加くだ

さい。各自都合のつく時間帯にて協力してもらえば良いです。 
  その他の一般住民の方で手伝って下さる方は新公民館視察も兼ねてお出で

ください。遅くとも 13 時までには終了したいと存じます（できれば午前中） 
同日 18 時 30 分より 12 月定例役員会を新公民館 2 階大会議室で行います。 

 
12 月 5 日（日）午前 10 時から 14 時まで「新公民館内覧会」を開催します。 
   工場や事業所の内覧会ではありません。住民の皆様が良くご存じの公民館

のそれです。特にガイドは付けません。存分にご自由にご覧ください。   
福庭以外の方も大歓迎です。お待ち申し上げております。 

12 月 10 日（金）午前 10 時 福庭福寿クラブ（老人会）理事会・・2 階大会議室 
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12 月 19 日（日）午前 10 時より竣工式を開催します・・詳細は後報致します。 

 

＜福庭自治公民館最新会計資料の作成＞ 

 
2、3 ページに記述した備品購入等の支出が何故可能かを知って頂くため 
会計担当殿から公民館の預金通帳や会計関係の書類を全て引き渡して頂き数日

をかけて私が分析し最新版（アップデート版）の会計資料を作成いたしました。 

 
（１）現行の特別会計預金通帳（3 種類）と一般会計預金通帳（1 種類）の 4 通 

を精査し取り纏めました。 
（２）作成にあたっては、本年度の福庭自治公民館定例総会議案書（令和 3 年 

1 月 16 日付け）の 12 ページにある「公民館建設資金計画書（案）」の  

内容を基準に致しました。 

 
（３）その結果、特別会計の繰越金を計算すると、2,105,204 円となりここから 

備品を購入する事になります。これは、公民館新築に供する「特別会計」 
の余剰金（または予備費）にあたります。これは平成元年 7 月 28 日の 
臨時総会で「備品はこの中から調達する」事が話し合われ承認されていま

す。また、令和 2 年度、3 年度の総会資料でも特別会計の中で支出する事

が謳われておりこれも最終的に出席者の承認を得ております。 
（４）今回の備品購入等の支出はその範囲を超えない条件で今まで私が何度も 

申しあげてきた「費用対効果（ROI）」即ち必要な時は最大の効果を期待

してお金を使いその後は倹約に努めるという米沢藩の名君、上杉鷹山 
（うえすぎようざん）の考え方を踏襲（とうしゅう）しています。 

（５）また、前述した様にそれぞれの購入にあたっては業者の言い値では 
なくて最大限デｲスカウント（値引き折衝）したコストになっています。 
住民の皆様が努力して貯めたお金を今回も 1 円たりとも無駄には致して

おりません。何卒ご理解ください。 

 
それでは、私が作成した新公民館完成直後の令和 3 年（2021 年）12 月 1 日時点 

見込み数値の詳細は次の EXCEL（エクセル）集計表の通りです。 
（次葉につづく） 
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                    令和3年度   公民館建設資金計画書

（令和3年12月1日見込み数値） 

 

      

特別会計(公民館建設)   令和3年9月23日 館長 土井承夫 作成 

収入の部   (金額単位：

円) 

  

科  目 予算 決算見込み

（12/1） 

残 額 備   考  

積立金会計 7,047,000 8,142,461 1,095,461   

事業所協力金 2,700,000 2,840,310 140,310   

補助金 15,900,000 15,900,000 0 コミュニテイセンター助成金と施設整備補助

金の合計 

借入金 20,000,000 20,000,000 0 自治公民館施設整備貸付金（12/1合銀殿よ

り振込） 

耐震診断補助

金 

400,000 820,000 420,000   

放送会計  195,633 195,633   

合  計 46,047,000 47,898,404 1,851,404   

      

      

      

支出の部   (金額単位：

円) 

  

科  目 予算 決算見込み

（12/1） 

支払済額 備   考  

設計費 2,607,000 2,617,000 2,617,000 実施設計・監理業務 積立金 

   （内訳）

620,000 

1/18 耐震設計費  

   （内訳）

620,000 

3/15 設計費  

 542,000＋10,000 （内訳）

552,000 

6/22 実施設計費＋収入印紙代  

   （内訳） 完成時支払い（12/1）  
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825,000 

解体費 2,245,000 1,859,000 1,859,000  事業所協

力金 

   （内訳）

1,804,000 

6/30 公民館解体費  

   （内訳）55,000 6/30 看板撤去費  

地鎮祭  20,000 20,000 6/30 地鎮祭祈祷料 事業所協

力金 

仮設備費  377,200 377,200 コンテナ仮事務所・倉庫と電話・

電気配線代等 

事業所協

力金 

建設費 41,195,000 40,920,000 40,920,000  積立金 

   （内訳）

15,000,000 

6/28 前払金  

   （内訳）

25,920,000 

完成時支払い（12/1）  

      

      

      

合計 46,047,000 45,793,200 45,793,200 （全て支払い済み）  

      

 ＜備考＞ 繰越額＝  47,898,404   － 45,793,200  ＝ 

2,105,204         

 

     (この 2,105,204-が特別会計の

中で備品購入等に使える金額) 

金額 

      

      

＜一般会計の残高について＞    9/21現在の通帳残高は 3,153,185-  ここから以下を 

                 支出する。  野球部備品：50,000- 

                                                自治公協力金：100,000- 

                                                役員手当： 322,000- 

                                                その他（予備）：100,000- 

                                                   合計： 572,000- 

これを残高から差し引くと、今年度会計締め切り 12/10 時点の残高は 2,581,185- 

ここから 18 班ゴミステーション移設費用 800,000-を支払う。残高は 1,781,185-となる。 
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これから低利融資金 2000 万円返済の為の 100 万円を差し引くと、次年度への繰越金は 

781,185-となる。（過去 10 年間の平均値は約 70 万円）残り 30 万円は今年 11 月に集金さ

せて頂く事業所協力金から支払う。                  以上 

 

 

＜福庭自治公民館新築特別寄附金（自主的な寄附）の集計状況＞   

この自主的な寄付金はプラスアルファー、つまり予備の財源です。然し、これが

増えれば増える程低利借入金の返済額と返済期間が減っていくという重要な 

財源でもあります。その金額に応じて寄付金銘板にお名前を刻(こく)し永く  

新公民館に掲げます。 
住民の皆様からの上記の自主的な寄附金の集計状況をこの後もこの館長報告

でお伝えしていきます。受け付け窓口は館長の私、土井承夫です。（26-0770、   

携帯 080-4261-1979）お電話を下されば、私が戴きに参ります。  

この寄付金の受付期限を新公民館が完成する令和 3 年 11 月末日と致します。 

また新公民館完成後も様子を見ながら引き続き受け付け致します。 

＊令和 3 年(2021 年) 9 月 30 日（木）現在の集計結果(総計)は次の通りです。 

（１） 寄付頂いた世帯数： 152 世帯 （全体の約 36.6 %） 
（２） 寄附金の合計：    489 万円 

（３） 個々の寄付金額の概要：最高額：30 万円（1 名）30 万円（福庭青年団）        

 25 万円（2 名：1 名は福庭、もう 1 名は福庭以外の方です）20 万円（1 名） 

10 万円（12 名）5 万円（11 名）、3 万円（23 名）、2 万円（16 名）、1 万円（84
名・内 1 名は福庭以外の方です） 

（先月の内容と同じです） 

＜人事異動について＞ 

自己都合により次のお二人の方が役員の職を辞任されました。長きに亘り  

公民館活動にご尽力賜り有難うございました。お二人にはそれぞれ本年 9 月ま

での役員手当を 9月 27 日に支給させて頂きました。お二人の今後のご健勝と 

ご活躍をお祈り致します。 

令和 3 年 9 月 30 日付け 副館長 兼 会計担当   梅田 茂信さん 

         同上       厚生部長       福田 直廉さん 

＊後任については、本年の役員任期があと 3 か月のため館長の土井承夫が緊急

避難的に会計と厚生部長の職を兼務させて頂きます。館長が複数の役職を兼務

する事についての規約上の制約はありません。全力で務めます。ご支援下さい。 
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～シリーズ「心に残った一曲」（第 1２ 弾）～ 

サイモンとガーファンクルの “明日に架ける橋”(Bridge Over Troubled Water) 

～作詩・作曲：ポール・サイモン 歌唱：アート・ガーファンクル ～ 

S＆G（サイモンとガーファンクル）の最高傑作であるこの曲は 1970 年春に大ヒットとなり、

シングル・アルバム共に同年度グラミー賞 6 部門を独占した。ピアノの珠玉のイントロに導か

れて始まるこの歌は「悲しみや苦しみに出会った時には耳を澄ましてごらん！声の主が違って

も誰かがささやいてくれる。そして僕が“架け橋”になって助けてあげる。問題を自分の内側に

閉じ込めないで！自分だけで塞（ふさ）ぎこまないで！ “激流に架かる橋”を信じて！」と 

いう強いメッセージ性を持っている。それはベトナム戦争が泥沼状態でまた黒人差別が激しか

った南アフリカのアパルト・ヘイト問題が世界でクローズアップされていた時だった。そして

2001 年 9 月 11 日に起こったニューヨーク世界貿易センタービルでの同時多発テロに際しても

この歌は皆の心に染み込んだ。「When you’re weary, feeling small . When tears are in your 

eyes, I will dry them all. ・・・・Like a Bridge Over Troubled Water  I will lay me down.」

～この曲の日本語訳はたくさんあるが今日は敢えて私の拙（つたな）い英語力を駆使して世界

のどこにもない私自身の翻訳による歌詞をご紹介します。お時間があれば口ずさんでみて    

下さい。今回も長文を読んで頂きありがとうございました。 

  ＜明日に架ける橋＞～日本語訳～翻訳：倉吉市福庭自治公民館長 土井承夫～ 

君が疲れてしょげているなら  瞳（ひとみ）にいっぱい涙が溢（あふ）れているなら 

      その涙を乾（かわ）かしてあげよう いつも君の味方だから 

             つらい時が来て 頼る友達もいない時は 

        明日に架ける橋のように  僕が身をなげかけてあげよう 

（ここで言う「君」とは、妻や彼女だけでなく自分の子どもや友達の事も指すと考えます） 

君が打ちのめされたとき あてもなく街角を彷徨（さまよ）うとき 

夕暮れがつらくあたるときは  君をなぐさめて僕が身代わりになってあげよう 

      暗闇がやって来て  苦痛がそこらじゅうに立ち込めたら 

明日に架ける橋のように   僕が身をなげかけてあげよう 

銀色の少女よ、出航するんだ ついに君の輝く時がきたんだ 全ての夢が実現するんだ    

ごらん、そこでどんなにか輝いているのを もし君の友達が見つかったら   

君のすぐあとをついて行ってあげる   明日に架ける橋のように      

                君のこころを僕が楽にしてあげる      

＜館長のつぶやき＞・・あなたにとって「架け橋」とは何ですか？家族ですか？夫ですか妻

ですか？ 友達ですか？宗教つまり神様ですか？離婚された人はガール（ボーイ）フレンド

ですか？仕事や勉強や地位や名誉ですか？  それとも・・・       FINE 

                              


