
                         

☆☆平成 26 年度御幣川区新役員が決まりました☆☆
役職・団体 氏  名 役職・団体 氏  名

区  長 中村 勇 副区長 保坂 京夫

総  務 萩原 淳 会 計 黒岩 善昭

監  事 宮入 芳夫 監 事 小出 一美

            協 議 員 （◎ 協議員会会長  ○ 協議員会副会長）

１常会長 小山 靖 １副常会長 宮本 英司

２常会長 島立 桂太 ２副常会長 古平 美明

３常会長 米倉 幸雄 ３副常会長 宮入 一徳

４常会長 神山 喜男 ４副常会長 斎藤 嘉克

５常会長 伊藤 英一 ５副常会長 中澤 一志

６常会長 井堀 路彦 ６副常会長 村田 秀義

７常会長 水科 文彦 ７副常会長 宮入 崇夫

８常会長 下平光太郎 ８副常会長 松尾 宏一

９常会長 窪田 学 ９副常会長 中島 晴男

10常会長 ○ 望月 憲一 10副常会長 柴田敬一郎

11常会長 中島 章仁 11副常会長 秋里 健治

12常会長 大熊 裕彰 12副常会長 安藤 敏幸

13常会長 ◎ 岡田 光夫 13副常会長 肥田 雅宏

              団 体 長  ( )内は常会

環美推進員会長 保坂 京夫（１） 公民館長 早川 正豊（９）

福寿会会長 中島 嘉人（７） 育成会会長 唐木 一男 (12)

ＰＴＡ会長 倉石 一 （４） 氏子総代会会長 須坂 恒雄（６）

祭事会会長 中澤 秀人（４） 保健補導員会部長 岡田由利美（13）

日赤奉仕団団長   飯塚三恵子（８） 福祉委員会実行委員長 林 千穂 （10）

自主消防隊隊長 塩入敏文 （５） 交通安全協会支部長 宮入 孝一（１）

交通安全女性部支部

長

岡井久美 （13） 消防団第一部長 西村 孝 （２）

神楽保存会会長 中村英男 （６） 商工振興会会長 北沢 一彦（11）

農家組合長 西村一郎 （３）

            区代表役員  ( )内は常会

民生児童委員   廉澤美代子（４） 民生児童委員 小出道恵（６）

民生児童委員   宮岡千枝（11） 主任児童委員 古川智恵（２）

保護司   藤本光裕（４） 少年育成委員 宮本英司（１）

白バラ会   古川富子（２） 更生保護女性会 古川富子（２）

防災指導員   中村英男（６） 人権同和教育集会所委員 宮腰喜久夫（13）

PTA 愛の一声運動

明るいあいさつ、あふれる笑顔、

大きな声で私から
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平成２６年度 御幣川区事業等計画

  ☆平成 26 年４月 15日現在の予定です☆

月 主な行事 協議員会 主な諸会合

４

1日（火）「安全安心を考える日」

１３日（日）春季大祭

２９日（祝）側溝清掃

① ５日（土）

② １２日（土）

５日（土）区会計監査

６日（日）育成会総会

１０日（木）各種団体委員会議

２０日（日）公民館運営審議委員会

２５日（金）自主消防Ｐ点検総会

５

１日（木）「安全安心を考える日」

２５日(日)春ごみゼロ運動

③ １０日（土） ３日（土）環境美化推進員会

１７日（土）防災訓練打合せ会

２５日（日）公民館球技Ｔ結団式

６

１日（日）「安全安心を考える日」

８日（日）自主防災訓練

④  １日（日） １日（日）篠ノ井地区無制限野球大会

日（ ）ＰＴＡ地区集会

２９日（日）中央地区球技大会

７
１日（火）「安全安心を考える日」

２６日（土）篠ノ井合戦祭り

⑤ １２日（土） ５日（土）合戦祭り打合せ会

６日（日）教養部主催講演会

８

１日（金）「安全安心を考える日」

14,15 日盆踊り花火大会

１日（金）自主消防Ｐ点検

３日（日）区民運動会役員会

１７日（日）区民運動会実行委員会

９

１日（月）「安全安心を考える日」

７日（日）区民運動会

１５日（月）敬老会

２７日（土）～２８日（日）

秋季大祭・子供相撲大会

１３日（土）市民運動会打合せ会

１８日（木）環境美化推進委員会

１０

１日（水）「安全安心を考える日」

１３日（月）市民運動会

２６日（日）秋のごみゼロ運動

⑥  ４日（土） １０日（金）八日堂幹事会

  日（ ）人権同和教育四者懇談会

１１

１日〈土〉「安全安心を考える日」

３日（日）文化祭

９日（土）七五三

⑦ １５日（土）

宝昌寺

１５日（土） 〃実行委員会（宝昌寺）

２９日（土）環境美化推進員会

  日（ ）みんなの幸せを願う集い

１２

１日（月）「安全安心を考える日」

３１日（火）越年祭

⑧  ６日（土） １日（月）達磨おでん打合せ会（宝昌寺）

１２日（金）自主消防Ｐ点検

28日(日)～30 日(火)消防団夜警

１

１日（祝）元日

「安全安心を考える日」

２日（金）

新年おめでとう会

７日(水)～８日(木)

八日堂初縁日大祭

１１日（日）どんど焼き

⑨ １７日（土）

   各常会新年会

２
１日（日）「安全安心を考える日」 ⑩  ７日 (土)

（研修会）

    各常会新年会

１１日（祝）八日堂決算幹事・実行会

３

１日（日）「安全安心を考える日」 ⑪  ７日 (土） １日（日）公民館運営審議会

１４日（土）環境美化推進員会

１５日（日）顧問会

２０日（金）自主消防Ｐ点検総会


