
小山田地区社協だより
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o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､よろしくお廉いいたします｡

小LLJ B地区社会福祉協義金の役員

_役畿名■ 剋＊ｼ ��ﾉ'���kﾂ�所属団体 

B.i 剏ﾃ市義勝 �;�5��)*ﾂ�小山田地区社協 

r=:-.i 剽｢中一億姓 傅ﾈ�)*ﾂ�自治会 

_副会長 剿k尾喜子 傅ﾈ�)*ﾂ�女性部 

暮雪己 剿贒c正喜 伜)F)*ﾂ�体育振興会 

:-二 剞��.亀子 儖ﾉz)*ﾂ�女性部 

監事 刪ﾉ坂正和 刎�k969*ﾂ�小学校pTA 

王事 剳ｽ山誠 �;�5��)*ﾂ�中学校pTA 

生 者 稚 牡一 鶴 壷YI+r�矢田俊巳 �>��)*ﾂ�民生垂貴会 

副細長 亊ﾙgｸｷhｶ��虚聞町 冕��h��H橙�
㌔.暮思 �?ｩ(h,H.倡��六名町 傚y�ｹYB�

会計 傀�ｸ来���堂ケ山町 冕��h効醜橙�

-p保 健 体 育 部 蔦2r菘ﾗB�/di集成則 伜(ﾏｹ*ﾂ��スポーツ推進員 
一割細長 冢�68�8爾�西山町 �5�7ﾈ�ｸ69�I�儺��

副部長 ��h��8ｮﾂ�山田町 ��ﾈ支�(ﾊx橙�

書記 ���68自6R�山田町 ��(�(ﾖ8ｾ��

轟音己 冢�68攪���山田町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

書記 ��:�vﾘ���西山町 傅ﾈｧxﾕｧ�D��

会計 ��ﾉ8xﾆ育��美里町 傚y�ｹYB�

会計 凩�-ﾘ+8���内山町 傚y�ｹYB�

雷 少 辛 ノ青 凍 # 兀I+r�中封霊 伜)69*ﾂ�中央.補導 

副部長 侘8�9:ｸｷjB�堂ケ山町 �&霎h�wｲ�

暮t己 傅ﾉ}���6｢�小山町 ��ﾘ晳D霄i|ﾘ蹴�

会計 �hﾛ(�zX���山田町 偃YD8髯;h効蹴�

文 化 広 戟 部 �%2�大川陽子 伜(��*ﾂ�女性部 副部長 冉ｹF隶ﾈ���小山町 傚y�ｹYB�

暮記 兌ﾙOh����山田町 �5H�ｸ4�8ｸ��;��

書記 冢�69wｸ���山田町 �5H�ｸ4�8ｹ�Y�8ｽR�

会計 �'ﾉ>��8���山田町 傚y�ｹYB�

会計 ���:�ｷh攪���llヽ山町 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因｢��
地区文化貴協賛視察研# 

保健体育部 �&霎i��:陞����#��?｢冰ﾉOY?｣���#ｉ?｢��
地区文化祭協賛グランドゴルフ大会11/4(日) 

ウオークラリー大会協女12/2(日) 

ニュースポーツ講習会6/24(日).7/22(日) 

∴青少年育成部 冢亊HﾝY~y^);�ビﾓ以笙�X����檍ﾊ乂s��r粟���
地区文化筆協賛視察研修家庭教育講座 

文化広報部 �&霎i[h峪N������2�7鋳紕�?｢��
地区広報鞍rおやまだ｣先行 

生　活　福　祉　細　長

佐野聖司 偖yz)*ﾂ�自治会 兌ﾘ�(�)Tb�堂ケ山町 偃Y�ﾈ橙�

井上並 刎�ｶ�69*ﾂ�自治会 ��:�¥�ﾍｲ�山田町 刔i�ﾈ橙�

竹内まつ子 伜(ﾏｹ*ﾂ�民生重畳会 �69(ij�ﾜ育��六名町 傚y�ｸ��ﾝr�

中葉幸手 伜)69*ﾂ�民生重畳会 �69(h,H.倡��六名町 傚y�ｸﾝr�

坂井信書 ��ﾈ�)*ﾂ�民生革具会 �:�鯖�鞆(���西山町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

矢田俊巳 �>��)*ﾂ�民生垂員金 ��h鯖+ﾈ��山田町 偃�,x.�孜�ﾈ橙�

森田三成 刔ｩkﾉ*ﾂ�民生垂員金 倡9�ﾂ�･堂ケ山町 �)��橙�

鎗方僅子 �;�5��)*ﾂ�長生重畳金 儉)8ﾉu9Eb�山田町 ��(�(ﾖ8ｾ��

黒田五鈴 傅ﾈ�)*ﾂ�民生香魚会 冢�69dytﾈ���山田町 傅ﾈｧxﾕ･�D��

岸本久義 俾ﾘ刑*ﾂ�長生卓見会 冢�69y��r�小山町 傅ﾈｧy�ｷ�B�

黒田睦治 �&ﾙE�69*ﾂ�民生重畳会 俯УVﾈｹX���内山町 �(hｧy|W�D��

宇佐美律子 伜)69*ﾂ�長生垂鼻会 �(d､XﾏX���山田町 竸ｨ��忱WyY�8橙�

建部治子 仍Y[y*ﾂ�民生委員会 儺��ｩ|ｨ���堂ケ山町 ��hｨ位��9YHｺi|ﾙT��

長田春樹 伜)69*ﾂ�少年警察鹿助邑 冢�69vﾘ���内山町 ��hｨ浦�8�ｺi|ﾘ蹴�



保健体　育　称　鼻

芦日義央 �>��)*ﾂ�自治会 凭ﾉ68ｶ��2�露山一r �4�8�4X986�588ｸ7B�

潰ロ淳一 刔ｩkﾈ��"�自治会 鍛､､$V��JLIIIJT �4�8�4X986�588ｸ7B�

i古川文書 處ｨ5��(���ｲ�白冶金 ��Y69xｹ���豊ケ山虹■ �6�6�7�986x92�

;JLEB正J" 刔ｩkﾉ*ﾂ�童人妻 ��ｨｬｨ+ﾘ,2�内山町 締ｴﾂ��

失73嘉一 ��ﾈ�(��"�老人会 �俘ﾈ��ﾈ��山tZ) �5�5�7ﾈ6｢�

JlI▲義手 亳�z)*ﾂ�女性轟 

集EElなおみ �>��)*ﾂ�女性轟 

繍みさ子 �>��)*ﾂ�女性畿 

失El愛子 伜)68��"�子ども青成金 

尭EE)義義 刎�ｶ�TT��子ども育成会 

倉田由義子 刔x5��)*ﾂ�チビも雷成金 

矢田正義 伜)69*ﾂ�雛雷義集金 

東JL艶賭 傅ﾈ�)*ﾂ�龍雷1集会 

小色豪儀 傅ﾈ�)*ﾂ�体曹振興会 

矢田換 �>��)*ﾂ�仕青義集会 

#上** 刎�ｶ�62�体育義奥会 

舌Th数 �;�5��(而"�繍青振集会 

.::I- 幡凉g'"�鐘雷義集金 

嘉川一一年 亶Yyi*ﾂ�橡雷暮集会 

/lヽ繍龍夫 刔ｩkﾉ*ﾂ�鍵雷義集金 

EB+ZBJB 刔ｩkﾈ��"�健雷義集会 

富*曽臭 伜)69*ﾂ�鎗青義集会 

川島欣弘 偖yz)*ﾂ�交■轟安全協会 

近jL三男 �Vﾉ5���"�重義妻全協会 

石臼-蔓 汎畠69*ﾂ�曽山里会 

伊▲洋子 乃ﾄ､ｧ'"�小筆故pTA 

平山ちさと 處ｨ5��)nﾂ�dヽ撃棲PTA 

*沓嘉久手 俾ﾙyi*ﾂ�中華棲PTA 

平山離 俥ｸ5��)*ﾂ�中華枚PTA 

坂井鼻 侘8�''"�濃艶分包 

河合和司 ��ﾈ�)*ﾂ�消防分CZl 

濃義庇劇 伜)69*ﾂ�スポーツ擁墓且 

矢田純一 ��ﾈ�)*ﾂ�スポーツ擁進員 

矢田昇 伜)69*ﾂ�グラウンドゴルフ 

平山静子 �9�5��)*ﾂ�グラウンドゴルフ 

貯

--lS ･i

青　少　年　育　成脊　員

≡≡≡喜≡≡≡
｢F-51'-早?.T'g血表. -. '&..1円皿...卑匡芸宣漂.:～:･;i. I.I:. ･:言…芋∴∴;.…

文　化　広　報　鞍　点

集EB圭塵 侘8�)*ﾂ�自治:隻 

麓鱒元 几iyi*ﾂ�自治会 

中西書士 傅ﾈ�)*ﾂ�老人会 

XJLIf 傅ﾈ�)*ﾂ�女性轟 

事義久義子 傅ﾈ�)*ﾂ�女性櫛 

大川義手 伜$V�'"�女性龍 

竹内義手 苓�&���女性虚 

三貴▲ 伜'Eｦﾉ*ﾂ�手ども讐虞金 

霊位集義 傅ﾈ�)*ﾂ�子ども雷成金 

谷川農生 筈ﾈｩｴ�"�重量安全協会協力員 

伊義利手 伜'F�'"�サ-クル生花 

平尾寛子 伜)69*ﾂ�サークル暮遭 

並JL光子 筈ﾆ諛'"�サークル瞥義慮 

生田護手 伜(��*ﾂ�サークル大正琴 

血義貞代 伜)u)*ﾂ�サークル手轟み 

中西並濃 粕ｨ�(�$稗�サークルI{ツチワーク 

竹内好手 伜$T(��"�サークル義▲韓 

集B)tl生 �>��(��"�サークルダンス 

撫養盲弘 筈ﾇ$$�"�サークル徽 

平JL触手 伜%､(自�R�サークル大儀_義 

生田洋子 伜)u)*ﾂ�サー.クル鎗手 

大川亀子 伜)(�*ﾂ�サークルフラダンス 

大貴遭繊 伜)I)*ﾂ�雷山里■会 

片韻薄井 筈ﾉyeG"�小学牧pT 

伊轟土子 刔ｩkﾉ*ﾂ�小学故PT 

大治薫由 伜$Th��"�中華故pT 

米川養子 處ｨ5��)*ﾂ�中華捜PT 

辻儀治 刎����覇るい遺書穐▲協▲ 

水野義子 侘8�)*ﾂ�鴫古い遭響糠豊壌義 

平成24年8月1日

人権一同和教育棟道場嘉会　食JL

央日義養 伜$TGG"�萎.主.三 

央日東償 ��ﾈ�''"�畠冶金 

里中俊雄 傅ﾈ�)*ﾂ�自治会 

戸EEl嶋央 �>��)*ﾂ�自治会 

佐野輩司 亳�.Y*ﾂ�自治会 

古川文書 處ｨ5��)*ﾂ�Ea冶金 

濠日蓮- ��Ykﾉ*ﾂ�色冶金 

蔽徽元. 仍Xﾈﾉ*ﾂ�畠冶金 

♯上蓋 刎�ｶ�62�挙I三.一二 

撫養久義 筈ﾄｦ��長生婁1金 

坂井柵菩 ��ﾈ�$��ｲ�長生壷▲金 

よEB瞳冶 刎�ｶ���長生婁貴会 

轟臼三成 刔ｩkﾈ自�R�長生萎■.会 

芦田瞳央 �>��)*ﾂ�老人会 

青山Lエ畿 犯筈T''"�老人会 

JuJL&+ 囘ﾉz)*ﾂ�女性龍 

曇谷川集 刎�ｨ���チビも曹成金 

央下▲ 侘8�)*ﾂ�手ども雷成金 

央EngI竃 伜)u$ｧ"�小筆捷pTA 

央田鶴I 傅ﾈ�)*ﾂ�小筆捜pTA 

-::._ ��ﾈ�$�"�中華枚pTA 

伊義久辛 偖X�(��"�i~-.A- 

古市暢久 ��h+x�)*ﾂ�地区補導 

中封霊 伜)64�"�中央輔濃 

失EE雅代 伜(ｬｧ'"�青少年報儀 

平尾光子 伜)69*ﾂ�銀子墓嶋樽社会 

永井義一l 伜)69*ﾂ�曽山里会 

川東金子 伜)69*ﾂ�小 

入江雷 俘��)*ﾂ�中学校 

:::-: 伜$Vﾈ��"�覇権地力jL 

近糠弘 伜)69*ﾂ�センター#長 


