
氏　　名 所属部 備　　考 氏　　名 所属部 備　　　考

鈴木　　進 地域開発 前地区長会長 4 鳥取　啓一 教育文化 教育文化部長

布施　正弘 教育文化 公民館長 5 佐藤　和典 生活福祉 生活福祉部長

井上洋二郎 健康体育 地区長会会長 6 島貫　一隆 健康体育 健康体育部長

1 小関　雄一 生活福祉 地区長会副会長 7 鈴木　和夫 安全安心 地域安全安心部長

2 鈴木　　孝 安全安心 地区長会副会長 8 高石　仁光 青年･地域 青年部長

3 久保　道典 地域開発 地域開発部長

菅　　　仁 生活福祉 目黒　信二 健康体育

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

1 健康体育 井上洋二郎 時庭 地区長会会長 24 地域開発 本間　大仁 時庭 会長推薦

2 生活福祉 小関　雄一 今泉 地区長会副会長 25 生活福祉 菅　　　仁 泉 会長推薦

3 安全安心 鈴木　　孝 河井 地区長会副会長 26 健康体育 目黒　信二 歌丸 会長推薦

4 教育文化 鈴木　健一 泉 地区長会代議員 27 教育文化 吉田　　博 泉 会長推薦

5 教育文化 鈴木　英一 時庭 地区長会代議員 28 健康体育 鈴木　芳子 時庭 会長推薦

6 安全安心 髙石　孝悦 歌丸 地区長会代議員 29 教育文化 島貫　昌子 時庭 会長推薦

7 健康体育 清水　政義 今泉 地区長会代議員 30 青/生福 塚田　知広 歌丸 会長推薦

(鈴木　孝) 河井 地区長会代議員 31 青/地域 高石　仁光 歌丸 会長推薦

8 教育文化 布施　正弘 時庭

公民館長･土曜らんど

公民館運営協議会会長

32 安全安心 鈴木　和夫 時庭 会長推薦

9 健康体育 鈴木与一郎 河井 公民館運営協議会副会長 33 生活福祉 横山　金満 時庭 会長推薦

10 教育文化 鈴木美代子 今泉 豊田分館連会長 34 健康体育 目黒　利則 歌丸 会長推薦

11 生活福祉 鈴木　健嗣 泉 子ども会育成会会長 35 健康体育 島貫　一隆 時庭 会長推薦

12 生活福祉 安部　正巳 今泉 民生･児童委員会長 36 健康体育 舟山由美子 時庭 会長推薦

13 地域開発 久保　道典 歌丸

水辺で遊べるわらしっ子

広場整備促進協議会長

37 健康体育 横山　雅彦 今泉 会長推薦

14 安全安心 手塚　廣夫 時庭 安協豊田支部長 38 生活福祉 佐藤　和典 歌丸 会長推薦

15 教育文化 菅原　信道 時庭 文化振興会会長 39 生活福祉 小笠原美喜 泉 会長推薦

16 安全安心 横山　静枝 時庭 厚生保護女性会会長 40 事務局 塚田　弘一 歌丸 会長推薦(地域開発部)

17 安全安心 遠藤　健志 時庭 豊田小学校PTA会長 41 事務局 色摩　正好 今泉 会長推薦(教育文化部)

18 生活福祉 石田　勝雄 時庭 商工会議所豊田支部 42 事務局 寒河江清司 河井 会長推薦(生活福祉部)

19 安全安心 松岡　淳一 今泉 消防団第五分団長 43 事務局 鈴木要一郎 河井 会長推薦(地域開発部)

20 安全安心 佐藤　忠雄 今泉 老人会代表 44 事務局 今　　信幸 今泉 会長推薦(安全安心部)

21 教育文化 金子　恵子 今泉 食生活改善推進協会長 45 事務局 五十嵐久衛 泉 会長推薦(健康体育部)

22 地域開発 鈴木　　進 泉 会長推薦

23 教育文化 鳥取　啓一 歌丸 会長推薦

氏　　名 所属部 備　　考 氏　　名 所属部 備　　考

塚田　弘一 地域開発 青年部担当 今　　信幸 安全安心 安全安心部担当

色摩　正好 教育文化 教育文化部担当 五十嵐久衛 健康体育 健康体育部担当

寒河江清司 生活福祉 生活福祉部担当 篠原真由美 公民館主事

鈴木要一郎 地域開発 地域開発部担当 色摩　知之 　　　〃〃 〃

事務局次長 〃

〃 協力員

◆　事務局(会長任命)◆　事務局(会長任命)◆　事務局(会長任命)◆　事務局(会長任命)

区分 区分

事務局長 事務局次長

安部　　隆(市議会議員) 渡部　隆志(今泉区長) 内谷　驍(元地区長会会長)

◆　監事(常任委員の互選)◆　監事(常任委員の互選)◆　監事(常任委員の互選)◆　監事(常任委員の互選)

1 2

◆　常任委員(総会承認)◆　常任委員(総会承認)◆　常任委員(総会承認)◆　常任委員(総会承認)

◆　顧問(常任委員会→会長委嘱)◆　顧問(常任委員会→会長委嘱)◆　顧問(常任委員会→会長委嘱)◆　顧問(常任委員会→会長委嘱)

大場忠博(元地区長会会長)

平成26年度　とよだふる里振興会　役員・常任委員・顧問・事務局名簿 平成26年度　とよだふる里振興会　役員・常任委員・顧問・事務局名簿 平成26年度　とよだふる里振興会　役員・常任委員・顧問・事務局名簿 平成26年度　とよだふる里振興会　役員・常任委員・顧問・事務局名簿 

◆　役員(総会承認)◆　役員(総会承認)◆　役員(総会承認)◆　役員(総会承認)

区分 区分

会　　長

理

事

副会長

副会長

理

事


