
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新橋連合自治会・新橋地区社会福祉協議会 

平成 30年 5月 24日 

発行責任者 相原重幸・舩越みさ子 

編集 連合広報部・社協広報部 
題字は大貫芳夫 連合相談役 

第 25号 

新橋連合自治会 

第 17期 がスタートしました 
相談役 大貫芳夫（新橋下）   ＊は新任 

顧 問 横山和夫（新橋中） 

会 長 相原重幸（新橋下会長）＊ 

副会長 藤野美知子（新橋上会長） 

副会長 津吹明宏（新橋中会長）＊ 

会 計 阿部武夫（新橋西会長） 

会 計 稲村梨花（第二住宅）＊ 

監 事 中村直美（第一住宅会長）＊ 

監 事 坂東 茂（原弥生台会長）＊ 

理 事 岩崎正造（堂山団地会長）＊ 

理 事 酒井静子（日新団地会長）＊ 

理 事 鈴木 保（第二住宅会長）＊ 

総 務 中野公義（堂山団地） 

副総務 志村 昇（堂山団地） 

副総務 木村 潔（新橋中副会長） 

副総務 横田光邦（原弥生台） 

副総務 平尾芳久（堂山団地） 

副総務 朝倉順子（新橋上） 

副総務兼会計 河合留実子（第二住宅） 

副総務 船田郁子（新橋西） 

副総務 大江儀次（新橋上） 

副総務 原 一男（新橋西）＊ 

協力員 植松利恵 

広報部長 丹羽 猛（堂山団地） 

青少年部長 青木日出男（日新団地） 

文化体育部長 山浦新司（新橋中） 

防災部長（消防団）越水宏文（新橋下）＊ 

防犯部長 岩佐美智子 （原弥生台） 

女性部長 山中幸子  （新橋西）＊ 

交通部長 津吹明宏（新橋中会長）＊ 

家庭防災部長    菊永由美 （新橋西） 

保健活動推進部長  鳥羽 茂 （新橋上） 

環境推進部長    中坪学一 （日新団地） 

福祉部長 宮野裕子 （第一住宅）＊ 

消費生活推進部長  鈴木光世 （原弥生台） 

交通安全母の会会長 吉田美恵子 （新橋下）＊ 

シニアクラブ代表  木下次男 （新橋中） 

地区社協会長・民児協会長 舩越みさ子（堂山団地） 

地区社協副会長   朝田満明 （新橋下） 

地区社協事務局長  足立伊千雄（新橋上） 

防犯指導員     佐藤輝雄 （堂山団地）＊ 

防災拠点運営委員会委員長 津吹明宏（新橋中会長） 

防災拠点運営委員会副委員長 野垣博文（新橋上） 

理事兼副総務 伊藤 崇 （新橋上副会長） 

理事兼副総務 勇元政人 （新橋下副会長） 

理事兼副総務 今野 忠 （堂山団地副会長）＊ 

理事兼副総務 佐藤伸也 （日新団地副会長）＊ 

理事兼副総務 松田郁枝 （新橋西副会長）＊ 

理事兼副総務 藤本 洋 （原弥生台副会長）＊ 

理事兼副総務 片山和夫 （第一住宅副会長）＊ 

理事兼副総務 阿久津芳枝（第二住宅副会長）＊ 

 

 

地区社協定期的イベント 
★世代ふれあいサロン新橋 毎月第１金曜日 10時～ 

★気軽にサロン  毎月第３水曜日 10時～ 

★カレーを食べる会  毎月第３水曜日 10時～ 

★刃物研ぎサービス  毎月第３水曜日 10時～ 

★しんばし食堂  毎月第 3金曜日 15：30～ 

★サロン寺子屋パソコン ６月 6,13,27、7月 4,11,25日 

★自然観察クラブ 6月 3日(日) 新橋町自然観察巡り 

       7月 1日(日) 新橋の昔を語ろう知ろう 

 

新橋地区社会福祉協議会 

第 14期 がスタートしました 
顧問   大貫芳夫（連合相談役）    ＊は新任 

会長 舩越みさ子（地区民児協会長） 

副会長兼青少年育成副部長 朝田満明（第一Ａ地区民生委員） 

事務局長  足立伊千雄 （連合広報部員） 

会計  山口かおる（第六地区民生委員） 

広報部長兼生涯学習支援部長 丹羽 猛（寺子屋パソコン講師） 

高齢者福祉部長  小池節子（第三 A地区民生委員） 

高齢者福祉副部長 横山美智子（元第一Ｂ地区民生委員） 

高齢者福祉副部長 大竹孝子（第四Ｂ地区民生委員） 

高齢者福祉副部長 宮野裕子（連合福祉部長）＊ 

青少年育成部長  船田郁子（主任児童委員） 

青少年育成副部長 鈴木裕子（第一Ｂ地区民生委員） 

子育て支援部長  横内幸枝（主任児童委員） 

子育て支援副部長 渡辺富美子（第二地区民生委員） 

子育て支援副部長 小久保志津代（気軽にサロン代表） 

子育て支援副部長 藤巻美代子（第四Ａ地区民生委員） 

ボランティア支援部長 横田こずえ（第三Ｂ地区民生委員） 

ボランティア支援副部長 石岡靖子（元第三地区民生委員） 

ボランティア支援副部長 千葉 匡（元連合防犯指導員） 

 兼生涯学習支援副部長 

生涯学習支援副部長   筒井勝大（自然観察クラブ世話役） 

生涯学習支援副部長    伊藤 崇（炭焼きの会リーダー）＊ 

 兼ボランティア支援副部長 

生涯学習支援副部長   田村 晃＊ 

（新橋ホームふれあい麻雀世話人） 

監 事 藤野美知子 （新橋上会長）＊ 

監 事 木下次男 （シニアクラブ代表） 

理 事 相原重幸 （新橋下会長）＊ 

理 事 津吹明宏 （新橋中会長） 

理 事 岩崎正造 （堂山団地会長）＊ 

理 事 酒井静子 （日新団地会長）＊ 

理 事 阿部武夫 （新橋西会長） 

理 事 坂東 茂 （原弥生台会長）＊ 

理 事 鈴木 保（第二住宅会長）＊ 

理 事 中村直美 （第一住宅会長） 

理 事 落合正一 （第一新友会会長） 

理 事 渡辺一男 （第三新友会会長） 

理 事 中丸久一 （第六新友会会長） 

理 事 池田光子 （第七新友会会長） 

理 事 志村 昇 （堂寿会会長） 

理事のうち、連合自治会専門部長の氏名は省略しました 

理事のうち、小中学校、施設、幼稚園・保育園の代表者の氏

名は省略しました 

主な年間行事予定 
夏祭り 8月 4日(土) ペタンク大会 10月8日（月） 

敬老祝い 9月 16日(日) 子ども書道展 1月 19～20日 

アッテ祭り 11月 11日(日) 防災拠点訓練 3月 17日(日) 
新年度 編集委員 

丹羽猛 足立伊千雄 土井妙子 中丸美和 小松和子 


