
　　町内会 　 平成31年度

役職名

会長 大宅　健一 797-2947

会長代行

副会長 小峰　健治

会計 岡崎　由美子

庶務 松崎　剛

会計監査 櫻井　邦夫 臼井　知次

自治会　

役職名

自治会長　 金田　芳夫 797-3401 永井　壮一 797-9551 工藤　正行 797-5409

高松 町田 澤木

瀬川

副自治会長補佐 安達

会計 上倉 堀岡 桑山

総務 or 庶務 平井 臼井

会計監査 金田 宮田 足立原

班長   １班 海瀬 川﨑 福井

２班 高橋

２Ａ班 岡本 川崎

２Ｂ班 瀬川 渡邊

３班 木村 神保

３Ａ班 外崎

３Ｂ班 大宜味

３Ｃ班 高松

４班 山本 三浦

５班 小舘 藤田 土方

６班 平井 小峯 長谷川

７8班(※) 西原

７班 三神 表谷

８班 山口 渡辺

９班 岡本 山田 宮崎

１０班 大内 岩田

１１班 橘 長澤

１２班 坂本 猪狩

１３班 久冨木 酒井

１４班 上倉 榎本

１５班 竹下

※上中村自治会の班構成は新年度から７班と８班を合併し呼び名が７８班となります。

副自治会長

  平成31年度・中村町内会役員名簿

上中村自治会 中中村自治会 下中村自治会

上中村自治会 中中村自治会 下中村自治会

自治会名

自治会名

個人情報保護のため、表記は必要最低限のもの

に修正してあります。 ～広報委員会



専門部役員  平成31年度

連　長 菅沼　光義 797-5559

連長代行 大宜見　英人 内田　武

副連長 高田　雄一 春山　正樹 原　悦雄

櫻井　邦夫 浅見　和宏 平井　充

臼井　精司

会　計 　 　 新井　義雄

会計監査 國本　英夫

関連団体役員

吉村　忠 797-3338

関　三郎 798-2877

大貫　幸雄 794-4464 寺田　武雄 797-3116

臼井　知次 797-1222

◎岡本松之助 797-4211 ◎伊久美裕紀 798-0368 仲田　雅男

丸本　　武 山下　忠一 鴈本　利夫

岡本　昭吉 松永　昌夫 大久保　博文

鈴木　光彦 春山　正樹 足立原　宏司

小野原　一夫

鈴木　賢一

藤本　信之

委員長 寺田　武雄 797－3116

副委員長（総務） 松本　貴広 798-2676

副委員長（企画） 大宅　健一 797-2947
副委員長（みこし） 菅沼　光義 797-5559

事務局 伊藤　健吾 090-2752-5558

委員 藤本　信之 桂川　光明 石川　雅子

國本　英夫 長尾　昭男 宮﨑　亘

齋藤　研地 臼井　知次

栗原　裕明 安達　恒三

磯川　修 足立原　宏司

祭り特別会計 石切山　康子 大倉　康

委員長 杉山　利昌 797-6777

副委員長 伊藤　健吾 090-2752-5558

委員 金田　芳夫 臼井　直文 安達　恒三

浅見　和宏 足立原　宏司

岡　明雄

委員長 宮﨑　亘

委　員 大貫　幸雄 岡村　順司 佐佐木　昌幸

岡本　松之助 伊藤　健吾 足立原　宏司

委員長 松永　勝次

委員 岡本　松之助 田原　司睦 安達　恒三

岡本　和巳 高橋　純 表谷　和利

小峰　健治 797-7437

松本　貴広 798-2676

青柳　トシ子 797-4323 寺田　徳子 797-3116

江口　宏次 797-5384

岡本　昭吉 797-1053 鎌倉　正昭 797-7669

大貫　幸男 797-4464

会　長 佐藤　真未 090-4257－1470

子供会 副会長 今野　久美

副会長 松永　いづみ

書記 春山　多加子

会計 田中　知里
外郭団体

氏名 電話番号 氏名 電話番号

小山長寿会会長 稲木　正則 798-1423 塩野入　清

鈴木　智英 797-8826 上栗　清信 772-0395

団体・役員 上中村自治会 中中村自治会 下中村自治会

中村御輿連

団体・役員 上中村自治会 中中村自治会 下中村自治会

世話人

防犯活動推進委員

　　　　　◎は責任者

 祭り実行
委員会

広報委員会

総　代

御嶽神社

組織等検討
委員会

防災委員会

青少年健全育委員

小山市民センター実行委員

健康づくり推進委員

民生委員

交通安全協会委員

廃棄物減量推進委員

団体・役員 団体・役員

消防団後援会会長

消防団第五分団第一部部長
南大沢交通安全協会
町田地区小山支部支部長

自治会

自治会

項目

自治会自治会

自治会自治会

項目

個人情報保護のため、表記は必要最低限のものに

修正してあります。 ～広報委員会～
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