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本年度の地区社協の総会が開かれました｡

役員､予算や事業計画が決まりました｡今後とも行事に温かいご支援とご協力を

賜わりますよう､よろしくお願いいたします｡

小山田地区社会福祉協議会の役鼻

役耽名 剋＊ｼ �*ﾉkﾂ�所属団体 

名誉会長 剩巨L元 俾ﾙ,�*ﾂ�自治会 

会長 剏ﾃ市義勝 �;�5��)*ﾂ�小山田地区社協 

副会長 剿k尾喜子 傅ﾈ�)*ﾂ�女性部 

暮記 剿贒c俊巳 �>��)*ﾂ�民生委員会 

会計 剪�ｺ霊 伜)u)*ﾂ�雷少年育成部 

監暮 剏ﾃ市勝海 �;�5��)*ﾂ�小学校pTA 

監事 剳ｽ山誠 �;�5��)*ﾂ�中学校PTA 

坐 請 福 祉 那 兀I+r�矢田俊巳 �>��)*ﾂ�民生委員会 

副部長 亊ﾙgｸｷhｶ��鹿同町 冕��h効醜橙�

霊記 �hﾛ)OﾉzX���山田町 偃YD8髯;h効蹴�

会計 �� ��

煤 健 体 育 部 兀I+r�須藤成則 伜)69*ﾂ�仕青梅蕩員 
副部長 冢�68�8爾�山田町 ��ﾈ支轌��R�

副部長 冢�69�8ｮﾂ�山田町 ��ﾈ支轌;�蹴�

暮‡己 ��ﾉ�鯔;��山田町 ��ﾘ�)z(橙�

暮記 冦��ｨ.H*�.��西山町 �(hｧxﾕｧ�D��

轟音己 兌ﾘ�)'����堂ケ山町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

会計 ��ﾉ8xﾆ育��美里町 傚y8兀B�

雷 少 年 育 成 部 兀I+r�中村霊 伜)69*ﾂ�中央補導 

副部長 侘8�9��ｷb�堂ケ山町 �&霎i^(ｺ��

刑部I兼会計 �hﾛ)OﾉzX���山田町 偃YD8髯;h効蹴�

嘉記 傅ﾉ}��6｢�小山町 凅ｸ晳D霄i|ﾘ蹴�

文 化 広 報 部 兀I+r�北尾喜子 傅ﾈ�)*ﾂ�女性部 
副部長 冢�68ｶ���山田町 俾俾�橙�

書紀 �$ｩ�ﾉl��b�虚聞町 佰�,ｨ���8ｺh橙�

暮吉己 ��Y$ｨ*(+�-ﾒ�小山町 傚y�ｹYHｺi|ﾘ蹴�

会計 伜(彿�ﾘｮﾉ&｢�鹿間町 刔i�ﾈ橙�
会計 �i:�ｷiOﾈ���小山町 傚y�ｹYB�
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行事予定

生活福祉部 �-8.ｨ*�*(7H4h5�6X4(6�8ｳ���#2��r��

地区文化祭協賛視察研修 

保健体育部 �&霎h暮:陞�����b�?｢冰ﾉOY?｣���#2�?｢��
地区文化祭協賛グランドゴルフ大会11/6(日) 

ウオークラリー大会協賛12/4(日) 

ニユ-スポ-ツ講習会7/10(日) 

青少年育成部 冢亊HﾝY~y^);�ビﾓ以笙�X����檍ﾊ乂s��宙ｾ���
地区文化祭協賛視察研#家庭教育講座 

文化広報部 �&霎i[h嶌ﾝS����7鋳綯�?｢��
地区広報｢おやまだ｣発行 

生　活　福　祉　部　長

佐野聖司 儖ﾉz)*ﾂ�自治会 僣ｸﾋIvﾘ���小山町 傚y8兀B�

矢田定借 ��ﾈ�)*ﾂ�自治会 冉ｹOhｮﾈ���小山町 傚y�ｹYB�

竹内まつ子 伜)69*ﾂ�民生委員会 亊ﾙgｹOﾈﾘ��鹿同町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

中津幸子 伜)69*ﾂ�民生委員会 ��ｹ:�ｷiOﾈ���山田町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

坂井信書 ��ﾈ�)*ﾂ�民生重点会 兢�圸W域ﾙ���鹿間町 �)��橙�

矢田俊巳 �>��)*ﾂ�民生婁A会 �ﾈ�)'�ﾔ��山田町 凅ｸ�)z(橙�

森田三成 刔ｩkﾉ*ﾂ�民生委員会 兌ﾙ}�ｺH���山田町 俶ﾈｴx,ﾈﾖ2�

緒方悦子 �;�5��)*ﾂ�民生委員会 �,969^冰)Oﾂ�美里町 傅ﾈｧxﾕｧ�D��

員EZl五輪 傅ﾈ�)*ﾂ�民生委員会 ��雨円hﾘ��六名町 傅ﾈｧxﾕｧ�D��

岸本久義 俾ﾙ:�*ﾂ�民生委員会 仆Igｹyﾘ､r�山田町 �(hｧxﾕｧ�D��

黒田隆治 刎�ｴT緬*ﾂ�民生委員会 侘8�9��Oﾂ�堂ケ山町 �(hｧxﾕｧ�D��

宇佐美律子 伜$TR�*ﾂ�民生垂且会 �ﾙ69Oﾉ���和無田町 �(hｧxﾕｧ�D��

磯部治子 俾ﾙ:�*ﾂ�民生委員会 兌ﾙOhﾏX���山田町 竸ｨ��忱WyY�8橙�

平山俊彦 �;�5��)*ﾂ�老人会 �+y68���山田町 ��hｨ浦�9YHｺi|ﾙT��

伊藤進哉 伜)69*ﾂ�老人会 �ﾉ�ｨ�8���堂ケ山町 ��hｨ浦�9YHｺi|ﾙT��

宇藤久美子 傅ﾈ�)*ﾂ�女性部 冢�69vﾘ���内山町 ��hｨ浦�9YHｺi|ﾘｨ��

石原 儖ﾉ'���ﾂ�小山町l女 ��ｲ�戟 



保　健　体　育　部　長

戸田睦夫 �>��)*ﾂ�自治会 冢�68�8爾�西山町 ��ﾈ支轅漠5��

椎名茂則 刔ｩkﾉ*ﾂ�自治会 冢�68福�山田町 �4�8�4X986�588ｸ7B�

里中優生 傅ﾈ�)*ﾂ�自治会 兌ﾔﾄﾆﾈ����堂ケ山町 �4�8�4X986�588ｸ7B�

森田正則 刔ｩkﾉ*ﾂ�老人会 ��Y69�y���堂ケ山町 �6�6�7�986x92�

美白畠- ��ﾈ�)*ﾂ�老人会 兔�m�=h���=三一iiJ:: �6�8ﾈ�ｲ�

川A敬子 儖ﾉz)*ﾂ�女性部 ��:��)�R�山EZl町 �5�5�7ﾈ6ｨ�ｲ�

矢田亜希子 �>��)*ﾂ�女性部 �hﾛ)OﾉzR�山田町 兢ｸﾉ)�ﾈ孜YHｺi|ﾔ､ﾂ�

戸田たづ子 �>��)*ﾂ�女性加 

矢田喜代美 �>��)*ﾂ�女性細 

中村暮里子 �>�ﾄ筈･B�女性触 

小林浩子 ��ﾈ�)*ﾂ�子ども育成会 

長谷川美佳 刎�ｩ62�子ども育成会 

平山智子 �;�5��)*ﾂ�子ども書成金 

矢田正喜 伜)69*ﾂ�体育漫異会 

永尾故招 傅ﾈ�)*ﾂ�体育塩集会 

小住秀樹 傅ﾈ�)*ﾂ�仕書抜異会 

矢田換 �>��)*ﾂ�体脊振集会 

井上秀樹 刎�ｹ62�体育塩Jt金 

古市故 �;�5��)*ﾂ�体書抜亜会 

石田聡 肇ｨ蓼而X��｢�仕書塩集会 

平JS和tI 伜)66ﾉ�R�仕書塩典会 

中村暮 伜)68��"�仕音盤典会 

小林恒夫 刔ｩkﾉ*ﾂ�体育操典会 

EEl中四朗 刔ｩkﾅ�B�捷書塩果会 

川島欣弘 儖ﾉz%�B�交通安全協会 

近藤三男 俾ﾗ&��B�交通安全協会 

西脇慈底 伜)68耳爾�t山里金 

竹内手首 傅ﾈ�)*ﾂ�小学校pTA 

片岡洋将 俾ﾗ'U�B�小学校pTA 

並太克子 白ﾖ礼S｣｢�中学棲pTA 

末端ゆかり ��ﾈ�)*ﾂ�中学枚pTA 

前原幸子 儖ﾉz%�B�中学撞pTA 

矢田英幸 伜)nU�B�消防分団 

書EElt生 �;�5��)*ﾂ�消防分Egl 

須藤成則 伜)69*ﾂ�体育指iIA 
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どうぞよろしく

お廉いします!

青　少　年　育　成　部　員

古川文啓 �;�5��)*ﾂ�自治会 

辻丈和 刎�k962�自治会 

宇佐美律 伜)69*ﾂ�主任児童妻且 

磯部治子 亶W$ﾄ白�主任児童垂且 

戸田隆夫 �>��)*ﾂ�老人会 

坂口敬神 刎�k962�老人会 

田中事奈 刔ｩkﾉ*ﾂ�女性部 

田中てる手 刔ｩkﾉ*ﾂ�女性蔀 

平尾智美 伜)69*ﾂ�子ども育成会 

Lt未徒手 筈W'D､�*ﾂ�子ども育成会 

蘇美和 ��Ykﾉ*ﾂ�子ども育成会 

伊坂正和 鉾EﾖｴUｦﾂ�小学棲pTA 

古市J*溢 �;�5��)*ﾂ�小学校pTA 

市川法典 俾ﾗ'U�B�Ftl学校pTA 

平山t庇 �;�5��)*ﾂ�中学校pTA 

戸EEl睦美 ���>��)*ﾂ�i-i--- 

伊藤久子 ��ﾈ�&ﾉ*ﾂ�i--i一二 

古市什久 �;�5��)*ﾂ�地区繍斗 

中村暮 伜)69*ﾂ�中央捕斗 

矢田雅代 伜)69*ﾂ�■少年相性 

梅原ゆき ��ﾈ�)*ﾂ�更生展性女性 

小林奏ニ 傅ﾈ�&ﾉ�R�書少年協力A 

長田里美 伜(ﾏｹ*ﾂ�書少年協力A 

主菜　書

文　化　広　報　部　員

矢田も奏 伜)69*ﾂ�自治会 

萩伸元 俾ﾘ刑*ﾂ�自治会 

山女多喜男 俾ﾗ'Dｦﾂ�老人会 

前山一徳 傅ﾈ�)*ﾂ�老人会 

北JtI子 傅ﾈ�)*ﾂ�女性細 

竹内純子 伜$TR�'��女性都 

大川陽子 伜)69*ﾂ�女性部 

大谷いず 傅ﾈ�'�"�女性舶 

田中てる子 刔ｩkﾈ耳爾�女性加 

::-uA 刔ｩkﾉ*ﾂ�女性血 

亭jB久美 傅ﾈ�)*ﾂ�女性都 

平山美幸 �;�5��)*ﾂ�子ども育成会 

豊住弥生 傅ﾈ�)*ﾂ�子ども育成会 

谷川茂生 俾ﾖﾈuｦﾈﾊﾂ�交通安全協会 

橋本亀子 伜)69*ﾂ�サークル生花 

平尾充子 伜)69*ﾂ�サ-ウル暮道 

近藤光子 俾ﾗ%'I�R�サ-クル新生鼓 

矢田iI子 伜)64g"�サークル大正琴 

加藤上代 伜)69*ﾂ�サークル手■み 

中西波5* 傅ﾈ�)*ﾂ�サークルパッチワーク 

竹内好子 伜)69*ﾂ�サークル健JI仕捷 

矢田塩生 �>��)*ﾂ�サークルダンス 

森川-平 俾ﾗ%��'"�サ-クル将棋 

平JR倫手 伜$U･ﾕ�B�サークル太撞* 

EE中あき子 ��ﾈ�$eB�サ-クル絵手鑑 

矢田洋子 伜)69*ﾂ�サークル絵手鑑 

竹内洋子 伜)65�B�サークルフラダンス 

永井美帆 伜$TT��"�書山里会 

宮下智子 伜)69*ﾂ�四垂の里 

失EEl弘美 ��ﾈ�)*ﾂ�小学校pTA 

1口車JL 伜)69*ﾂ�小学校pTA 

西口*捉 伜)69*ﾂ�中学校pTA 

矢田久美 伜)69*ﾂ�中学校pTA 

辻俊治 冖962�明るいZ#推進tBA会 

水野幸子 ��ﾈ�)*ﾂ�明るい遺筆推進協JI会 
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人権･同和教育推進協議会　役員

矢田&秦 伜)69*ﾂ�自治会 

矢田定借 ��ﾈ�)*ﾂ�自治会 

里中俊蛙 傅ﾈ�)*ﾂ�自治会 

戸EE]睦美 �>��)*ﾂ�自治会 

佐野聖司 儖ﾉz)*ﾂ�自治会 

古川文啓 �;�5��)*ﾂ�自治会 

椎名茂則 刔ｩkﾉ*ﾂ�自治会 

萩伸元 亶T苺�B�自治会 

辻丈和 刎�k9jB�自治会 

岸本久I 俾ﾗ%FﾇI*ﾂ�民生垂且全 

I,'jr-I ��ﾈ�%�B�民生垂■金 

JLEEl五B 傅ﾈ�)*ﾂ�民生垂且会 

森田三成 刔ｩkﾆﾉ�R�民生垂■会 

椎名,1倍 刔ｩkﾉ*ﾂ�老人会 

tLIJ-a 伜(��ﾉ�R�老人会 

川JL敬子 儖ﾉz%%B�女性都 

戸田たづ子 �>��)*ﾂ�女性舶 

平Jt明■ 伜)69*ﾂ�子ども書成金 

兼水女 ��ﾈ�)*ﾂ�子ども育成会 

失EEl弘美 ��ﾈ�)*ﾂ�小学撞pTA 

丸市昭治 刎�k4U｢��小学稜pTA 

長谷川益 傅ﾈ�)*ﾂ�中学校pTA 

伊藤久子 ��ﾈ�)*ﾂ�保護司 

古市昧久 �;�5��)*ﾂ�地区補iI 

中村1 伜)68ﾊﾂ�中央輔jI 

矢田雅代 伜)69*ﾂ�tJ少年相故 

平JE光子 伜(ﾏｹ*ﾂ�母子;暮姐福祉会 

A...,一J 伜)69*ﾂ�書山里金 

北村圭子 伜)69*ﾂ�小学枚数JL 

砲口も之 ��ﾈ�)*ﾂ�中学枚数■ 

盈森めぐみ 伜)69*ﾂ�同姓協力A 

AEZl書甜 伜)69*ﾂ�同推協力A 

山下弘文 伜)69*ﾂ�センター頼長 


