
氏　　名 所属部 備　　考 氏　　名 所属部 備　　　考

梅津　和士 地域開発 公民館長 4 横山　昌則 安全安心 安心安全部長

保科　　仁 ー 地区長連合会推薦者 5 鳥取　啓一 文化学習 文化学習部長

鈴木与一郎 健康体育 公民館運営協議会副会長 6 佐藤　寧彦 生活福祉 生活福祉部長

1 寒河江新一 ー 地区長連合会推薦者 7 島貫　一隆 健康体育 健康体育部長

2 大場　政司 ー 地区長連合会推薦者 8 髙石　仁光 広報交流 広報交流部長

3 久保　道典 地域開発 地域開発部長

遠藤　　忠 泉 老人クラブ代表 目黒　利子 泉 民生･児童委員代表

No 所属部 氏　　名 地区 備　　考 No 所属部 氏　　名 地区 備　　考

1 保科　　仁 今泉 地区長連合会推薦者 31 健康体育 明日　　剛 泉 会長推薦（羽黒）

2 寒河江新一 歌丸 地区長連合会推薦者 32 地域開発 本間　大仁 時庭 会長推薦(町屋敷)

3 大場　政司 時庭 地区長連合会推薦者 33 広報交流 鈴木　雅之 時庭 会長推薦(町屋敷)

4 安達　　誠 泉 地区長連合会代議員 34 健康体育 島貫　一隆 時庭 会長推薦(田仲)

5 鈴木孝太郎 時庭 地区長連合会代議員 35 安全安心 横山　昌則 時庭 会長推薦(波華)

6 佐藤　孝博 歌丸 地区長連合会代議員 36 広報交流 遠藤　孝志 時庭 会長推薦(波化)

7 土屋　　崇 今泉 地区長連合会代議員 37 広報交流 横山　　満 時庭 会長推薦(波化)

8 寒河江清司 河井 地区長連合会代議員 38 広報交流 多田野　啓 時庭 会長推薦(水口)

9 地域開発 梅津　和士 歌丸
公民館長
公民館運営協議会会長 39 文化学習 大場　政司 時庭 会長推薦(向)

10 健康体育 鈴木与一郎 河井 公民館運営協議会副会長 40 健康体育 菅原　敏夫 時庭 会長推薦(向)

11 健康体育 佐藤美奈子 歌丸 土曜らんど代表 41 生活福祉 佐藤　寧彦 歌丸 会長推薦(下歌丸)

12 文化学習 五十嵐　弘 泉 豊田分館連会長 42 健康体育 梅津　喜博 歌丸 会長推薦(町)

13 広報交流 遠藤　光義 泉 子ども会育成会会長 43 健康体育 目黒　利則 歌丸 会長推薦(田中)

14 生活福祉 目黒　利子 泉 民生･児童委員代表 44 文化学習 鳥取　啓一 歌丸 会長推薦(東)

15 地域開発 久保　道典 歌丸 水辺のわらしっ子広場会長 45 安全安心 舩山真理子 歌丸 会長推薦(本郷)

16 安全安心 遠藤　宗一 泉 安協豊田支部支部長 46 安全安心 塚田　弘一 歌丸 会長推薦(窪)

17 地域開発 寺嶋宏太郎 歌丸 歴史文化研究会会長 47 文化学習 塚田　正博 歌丸 会長推薦(窪)

18 生活福祉 荒木美智子 時庭 更生保護女性会会長 48 広報/生活 塚田　知広 歌丸 会長推薦(窪)

19 安全安心 横山　昌則 時庭 豊田小学校PTA会長 49 生活福祉 鳥取　直人 歌丸 会長推薦(水木)

20 広報交流 鈴木　清訓 今泉 豊児父母の会会長 50 地域/広報 髙石　仁光 歌丸 会長推薦(一本木)

21 生活福祉 小関　利一 時庭 商工会議所豊田支部長 51 文化学習 鈴木　　仁 今泉 会長推薦(親道)

22 安全安心 安部　和徳 時庭 消防団第五分団長 52 広報交流 鳥谷　　順 今泉 会長推薦(新田一)

23 安全安心 佐藤　孝博 歌丸 自主防災会会長 53 健康体育 横山　孝典 今泉 会長推薦(新田二)

24 文化学習 鈴木　栄市 泉 農事実行組合長会会長 54 安全安心 伊藤　　啓 今泉 会長推薦(今泉上)

25 安全安心 遠藤　　忠 泉 老人クラブ代表 55 生活福祉 木崎　慎吾 今泉 会長推薦(今泉中)

26 文化学習 金子　恵子 今泉 食生活改善推進協会会長 56 文化学習 内谷啓一郎 今泉 会長推薦(今泉下)

27 安全安心 鈴木　靖子 今泉 交通安全母の会 57 文化学習 大河原和男 今泉 会長推薦(今泉緑町一)

28 広報交流 新野　武憲 泉 会長推薦(八景) 58 健康体育 島田　義則 今泉 会長推薦(今泉緑町二)

29 広報/生活 小笠原美喜 泉 会長推薦(福田) 59 地域開発 鈴木要一郎 河井 会長推薦(河井)

30 文化学習 鈴木　俊治 泉 会長推薦（羽黒） 60 広報交流 寒河江崇典 河井 会長推薦(河井)

氏　　名 所属部 備　　考 氏　　名 所属部 備　　考

塚田　弘一 安全安心 安全安心部担当 大河原和男 文化学習 文化学習部担当

鈴木要一郎 地域開発 地域開発部担当 篠原真由美 ー 生活福祉・広報交流担当

小笠原美喜 広報/生活 生活福祉・広報交流担当 樋口　達也 ー 安心安全・健康体育担当

菅原　敏夫 健康体育 健康体育部担当 色摩　知之 ー 地域開発・文化学習担当

事務局員 協力員

事務局員 協力員

◆　事務局(会長任命)
区分 区分

事務局長 事務局員

事務局次長 協力員

平成30年度　豊田ふるさと振興会　役員・常任委員・顧問・事務局名簿 

◆　役員(総会承認) 平成30年4月27日現在

区分 区分

会　長

理
事

副会長

副会長

理
事

◆　監事(常任委員の互選)
1 2

◆　常任委員(総会承認)

◆　顧問(常任委員会→会長委嘱)


