
 

4月 19日(金) 

20日(土) 

26日(金) 

27日(土) 

30日(火) 

5月 1日(水) 

9日(木) 

町民お花見会 

三ケ尻小学校運営協議会 

自治会対抗大運動会打合せ会議 

資源回収 

退位の日 

即位の日 

区長配布 

5月 12日(日) 

13日(月) 

18日(土) 

   22日(水) 

23日(木) 

   26日(日) 

   30日(木) 

金ケ崎中学校体育祭 

自治会対抗大運動会実行委員会 

三ケ尻小学校大運動会 

第 1回ゆいっこハウス・移動研修 

センターだより発行・区長配布 

センターグランド除草 （瘤木） 

三世代交流ＧＧ大会打合せ会議 

三ケ尻地区生涯教育センターだより 平成３１年 4 月１８日発行 

  ー３１４ー 

 Tel＆Fax４２-４３７６ 

三ケ尻地区自治会連合会 会長 板宮 成悦 

 本年度、三ケ尻地区連合会長に就任致しました瘤木地区の板宮成悦です。微力ながら精一杯頑張り

ますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 新元号も決まり、新天皇陛下即位、東京オリンピック・パラリンピック開催と国内では大きな行事

が続き、新しい時代に向かって進んでいく予感がします。 

 金ケ崎町では、地域活性化事業の補助の見直しの声が聞こえてきますが、時代の変化に関わらず地

域の活性化を目指し子供達に豊かな未来を届ける為に努力して参りたいと思います。 

 もとより連合会は三ケ尻地区の皆様の支えによって頑張っていくことが出来るのだと思っており

ます。皆様のご支援・ご協力を心からお願いして挨拶と致します。 

これからの行事予定 

三ケ尻地区シニアクラブ連合会 会長 小石川 初男 

  

 

 元号が平成⇒令和に変わる節目の 2019年度がスタートしました。企

画運営懇談会には各地域役員と自主サークル代表の皆さま方に多数の

ご出席を頂き、昨年度の反省や今年度の計画等を有意義に話し合うこ

とが出来ました。 

今年度の三ケ尻地区センターの職員体制は次のようになります。 

 所      長  鈴木  洋 

 地域づくり支援員  佐藤 修子、堀川 恵 

 施 設 管 理 人   菊池 正美、小関 充、鈴木 安夫 

なお、及川清哉さんと小関義則さんは環境整備等でこれからもお世話になるこ

とがあります。どうぞよろしくお願い致します。 

《三ケ尻地区センターより》 《資源回収にご協力を》 

 

回収日時～ ４月２７日（日） 

        午前 7時～8時半 

雨天時～ 中止（延期）、少雨決行 

回収品～ 紙類・ビン類・カン類 

  

子供達が各家庭に伺いますの

で、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。  

三ケ尻子ども会育成会連合会主催 

 

 桜の花も咲き始め春うららかな季節となりました。 

前連合会長の佐藤 順さんの後に大役を引き受けました、中村地区の小石川 初男です。近年、『シ

ニアクラブの加入者が減ってきている』という問題はこの地域全体の問題・課題でもありますから、

なにとぞ皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。それでも私たちシニアクラブは明る

く・元気に活動していきます！ 一年間どうぞよろしくお願いします。 



役　職 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名

会 長 板宮　成悦 瘤　木 千枝　幸信 瘤　木 河野　　洋 瘤　木 大場　豊治

副 会 長 及川　正徳 中　村 菊地　　彰 中　村 小石川誠司 中　村 鈴木都志郎

副 会 長 片方　　進 清水端 平　　和年 清水端 菊地　栄光

事 務 局 長 千葉　達也 地区名 氏　　名

会 計 及川　得也 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 瘤　木 小原　賢康

総 務 部 長 及川　規之 瘤　木 河野　　洋 瘤　木 菅原　浩紀 中　村 小関　　充

産 業 部 長 及川　　実 中　村 小石川誠司 中　村 鈴木　幸悦 中　村 松本　寿枝

保 体 部 長 小石川誠司 清水端 及川　達也 清水端 小関　　實 清水端 小関　和夫

文 教 部 長 千枝　幸信

福 祉 部 長 及川　正美 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名

監 事 松本　顕一 瘤　木 渡辺　健一 清水端 久保あや子

監 事 伊藤　明穂 中　村 及川　正美 中　村 熊谷　陽一

清水端 三田　城大 地区名 氏　　名

地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 瘤　木 及川　規之

瘤　木 板宮　成悦 地区名 氏　　名 中　村 松田　幸子 清水端 伊藤　明穂

中　村 及川　正徳 瘤　木 及川　敬伍 中　村 及川　次子

清水端 片方　　進 中　村 小石川初男 瘤　木 上野　千尋 地区名 氏　　名

清水端 有住　武彦 清水端 泉田　ルミ 瘤　木 千葉　謙次

地区名 氏　　名 清水端 高橋　幸子

瘤　木 及川　規之 地区名 氏　　名

中　村 松本　顕一 瘤　木 氏家　　工 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名

清水端 伊藤　明穂 中　村 菊地　　彰 瘤　木 伊藤　利浩

清水端 岩渕　弥紀 瘤　木 高橋　　穣 瘤　木 氏家富士子

地区名 氏　　名 中　村 及川　利美

瘤　木 千葉　達也 地区名 氏　　名 中　村 及川　文男 地区名 氏　　名

中　村 及川　正之 瘤　木 渡辺　恵子 清水端 菅原　慶二

清水端 千葉　　詳 中　村 鈴木　由香 清水端 佐藤　　晃

清水端 金田　延子 地区名 氏　　名

地区名 氏　　名 瘤　木 大場　豊治 地区名 氏　　名

瘤　木 及川　得也 地区名 氏　　名 中　村 小石川幸七

中　村 鈴木都志郎 瘤　木 氏家富士子 清水端 有住  　誠

清水端 佐藤　勝男 中　村 及川　昭則

清水端 菅原　茂子 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名

地区名 氏　　名 瘤　木 中西　朱里 組合長 及川　昭則

瘤　木 及川　規之 地区名 氏　　名 瘤　木 及川　幸恵

中　村 小関　明徳 支 部 長 渡辺　靖志 中　村 小関香奈子 地区名 氏　　名

清水端 有住　　修 副 支 部 長 有住　寿哉 清水端 片方　弘子

副 支 部 長 及川　淳一 清水端 千葉　良惠 中　村 及川　文人

地区名 氏　　名

瘤　木 菅原　伸晃

中　村 小関　昭雄

清水端 及川　　実

    平 成 ３ １ 年 ・ 令 和 元 年 度

   三ケ尻地区役員名簿
自治会連合会 文　教　部　長 金ケ崎町スポーツ推進委員 交通安全協会

明るい選挙推進委員

保　体　部　長 衛  生  組  合  長

福　祉　部　長 金ケ崎町消防団 生涯教育審議会委員

事　務　局　長

第１分団第３部部長

納　税　組　合

自　治　会　長 婦人消防協力隊

シニアクラブ会長

男女共同参画推進委員

副 自 治 会 長

子供会育成会長

防犯協会支部長 食生活改善推進協議会

三ケ尻支部支部長

生涯学習推進員 剣道スポーツ少年団

育成会会長

交通事故撲滅推進委員

会　      　　計 郷土芸能保存会

産　業　部　長

１年間どうぞよろしくお願いいたします

児童民生委員

三ケ尻地区代表者

交通安全母の会 農集集落排水事業組合

北上川護岸促進協議会

協議会会長

総　務　部　長

体育協会三ケ尻支部役員


