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は じ め に 

 

平成１８年３月１８日、坂井郡の三国町、丸岡町、春江町、坂井町の４町が合併

し、人口規模で県下第２の９５，０００人の新たな坂井市が誕生してから、早や、

１２年が経過いたしました。 

 

当初から旧４町の個性と市全体の調和ある発展を目指す、協働のまちづくりを進

める中で、一体感の醸成と主体は市民である理念をもとに、２３地区にまちづくり

協議会組織が進められ、「大石まちづくり協議会」も平成２０年６月２８日に地域住

民の手さぐり、総意のもと晴れて設立、時は流れて今、１０年の歩みをみんなで確

認することになりました。 

 

ここに立ち止まり、自然美豊かな大石の郷の恵みと人の絆を誇りに、協住社会１

７区のさらなる発展を願いながら、新たな年次に向かって活動テーマ「人とひと 絆

でつなごう ユリのまち大石」めざして前進いたしましょう！！！ 

 

 

２０１８ 平成３０年４月２１日 
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大石地区まちづくり協議会１０年の歩み 

 

 

＜大石地区まちづくり協議会が設立されるまでの経過＞ 

平成 19. 4.10 春江自治区自治会長及び公民館長合同会議（春江総合支所） 

           －市民と行政との協働まちづくりーにおける説明会 

（まちづくりの概要）＝「まちづくり協議会」を推進していく組織づくり 

      出席：地域協議会 会長 副会長 各地区自治会長（区長）公民館長５館 

 

平成 19. 8. 2 春江地区公民館長会 

           「まちづくり協議会」に係る交付金についての説明 

 

平成 19. 8. 6 大石まちづくり準備委員会の開催 

           自治会（区長会）、壮年会、女性の会、老人会、生涯学習推進員、市民会議

大石支部、実年会、大石ＰＴＡ、大石子供会育成会 会長・委員長等１２名 

            

平成１９. 8.２３ 一般公募チラシ配布 （大石地区 全戸配布） ＜応募者 ３名＞ 

 

平成 19. 9～10月 各自治会長（区長）宅を訪問し、地区での推薦をお願いする 

                            ＜各区での推薦者 13名＞ 

平成 19. 9. 6 地域課と公民館長合同会議（春江総合支所） 

                   各地区まちづくり協議会準備状況（現状報告） 

 

平成 19. 9. ８ 自治会長（区長）と今後の対策について話し合う（館長） 

 

平成 19. 9.25 西部地区まちづくり 

                  第２回ワークショップ開催に参加（館長 西公民館へ） 

 

平成 19.10. 4 地域課と公民館長合同会議（春江総合支所） 

    11. 6        〃 

 

平成 19年 11.19 大石地区まちづくり準備委員会説明会 
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１．大石地区まちづくり協議会設立総会 （平成２０年 ６/28） 

 ［会長］竹内治兵衛［副会長］増田辰夫、高間静美［事務局長］小林伸太郎 

 

＜平成２０年度の主な事業＞ 

 ［スローライフ部会］（親子で科学実験を楽しもう 12/6） 

 ［くらし安心部会］ （大石地区くらし安心マップの全戸配布 1/15） 

 ［いきいき健康部会］（いきいきサロン大石 劇団ババーズ・大正琴他 3/14） 

 ［総務・広報部会］ （大石まちづくり協議会たより発行 10/23① .2/26②）   

 「ユリの花いっぱい」事業 

     （花壇整地作業 12/2 原画作成依頼 12/4 花壇.プランターにユリ球根植え付け 12/6 

投影機でアート輪郭書き入れ 1/20.25 ユリアート色塗り準備.2/1 小学生によるアー

ト色塗り作業 2/11 ユリアート壁面に取付 3/7 ユリアート除幕式 3/14 ） 

 

２．平成２１年度（第２回）通常総会 ６月１３日（土） 15：00～ 

  ［会長］竹内治兵衛［副会長］増田辰夫、高間静美［事務局長］小林伸太郎 

 

 ＜平成２１年度の主な事業＞ 

  ［スローライフ部会］ （科学実験教室① 磁石の不思議な力・スーパーボールづくり 6/27 

７８名参加 講師 春中教諭 月僧秀弥氏 科学実験教室② 地球温暖化を防ぐ

ため私にできる取組の実験 2/13 ７２名参加 福井サイエンス寺子屋講師を

招聘） 

［いきいき健康部会］（いきいきサロン はやおき亭貞九郎による落語 10/24 ８０名） 

［くらし安心部会］ （火災予防フェスタ 大石ふれあいまつりに実施 7/12 40 名） 

［総務・広報部会］ （大石地区まちづくり協議会だよりの発行 7/23③10/8④1/8⑤） 

  ［ユリの花いっぱい事業」 

        （花壇工事開始 6/16・21 花壇ブロック積み作業 花苗植付、配布 6/28 花

壇花苗植え、ユリ球根植付 10/31 各種団体による共同種まき 4/24） 

 

３．平成２２年度（第３回）通常総会 ５月２２日（土） １５：００～ 

  ［会長］前田武雄［副会長］河戸 明、小林美宏［事務局長］小林美宏 

       記念講演「格差社会の到来と私たちの暮らし」南保 勝 県立大教授 

 

＜平成２２年度の主な事業＞ 

 ［スローライフ部会］（親子でペットボトルロケットを楽しもう 7/3 製作 ４２名 8/1 飛行

実験 ４０名  大石地区歴史探訪健康ウォークラリー 11/13 

小森神社・紀倍神社・源徳寺方面 ７０名） 

 ［いきいき健康部会］（ふれあいサロン 講演会「生き生きした元気な老後を」戎 利光先生 福

井大学教授 演劇「劇団ババーズ」11/6 140 名） 
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  ［くらし安心部会］  （火災予防フェスタ 7/18 ８０名 防災安全安心「地震編」の作

成 発刊日Ｈ23.2/10）  

  ［総務.・広報部会］  （おやじの料理教室 9/26 婦人のつどい 3/6 協議会と坂井市と

の意見交換会  3/6 高齢者のつどい  12/5 広報紙の発行

6/22⑥  9/13⑦  1/20⑧  3/31⑨  ホームページの開設 

2/15） 

  「ユリの花咲く大石の郷づくり事業」 

    （花の種蒔き 4/24 ４０名 マリーゴールド苗出荷 6/12 サルビア・日日草苗出荷 

7/4 公民館花壇花苗植え 6/12・7/4 ユリ球根植え 11/3 ユ

リ花栽培講習会及び球根配布 10/31） 

 

４．平成２３年度（第４回）通常総会 ５月１４日（土） 19：00～ 

 ［会長］前田武雄［副会長］河戸 明、小林美宏［事務局長］小林美宏 

      講演会 「地震防災」の心得  防災士 北嶋 雅之 

 

＜平成２３年度の主な事業＞ 

［スローライフ部会］（親子で凧作り 7/24 23 名 第２回大石地区歴史探訪ウォークラリー 

10/23 ４７名 大牧・井向方面） 

［いきいき健康部会］ （奇術 マジシャン２名 演劇 百戸田吾作さんによる「爆笑オンステ

ージ」７０名） 

［くらし安心部会］（火災予防フェスタ「はしご車・じぶた」の試乗体験 7/17 71 名 防災

安全・安心ノート「風水害編」の作成 発刊日 2/10） 

［総務・広報部会］（おやじサロン「大石の歴史 講師 毛利権一氏」7/3 ３５名 地域連絡会 

11/18 視察研修会「敦賀原電」２号機」 10/2 ２４名 広

報紙発行⑩.⑪.⑫.⑬ ホームページ更新） 

「ユリの花咲く大石の郷づくり事業」 

   （花の種蒔き 4/23 苗植替え 6/4 出荷 6/25 花壇整備 6/4 花苗植え 6/25 

ユリ栽培講習会  11/6 花壇整備  11/6 花壇整備 .球根植え 

11/13）       

 

５．平成２４年度（第５回）通常総会 ４月２８日（土） 19：00～ 

  ［会長］北島敬四郎［副会長］前田武雄、小林美宏［事務局長］小林美宏 

        研修会  「風水害の心得」  防災士 北嶋 雅之 

 

    ・区長会との合同で県外視察研修の実施 10/14 神戸市 

      

＜平成２４年度の主な事業＞ 

［スローライフ部会］（大石地区歴史探訪ウォークラリー 6/2 ９２名） 
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［いきいき健康部会］（ふれあいサロン大石「岡田純平トーク＆歌謡ショー 10/7 

                          春江ゆり太鼓」）  

［くらし安心部会］（防災フェスタ「起震車・救急啓発広報車」 7/15 １３０名 防災視察研修

「阪神・淡路大震災記念センター 神戸市」10/14 ３４名 防災啓発

出前講座 ５回） 

［総務・広報部会］（おやじサロン「ヘルシー料理教室」7/3 ３５名 女性サロン「おもてなしサ

ロン」9/30 ３０名 中高年サロン「カンタケ教室」11/4 ３０名 地

域連絡会 10/26 １５名 役員研修会 「地域福祉の現状について」

7/27 広報紙の発行 ３回 ホームページの更新） 

 ・宝くじ社会貢献広報事業（コミュニティ助成事業 平成２４年度宝くじ補助事業 事業費総額 

２，５０１，２０５円 机、いす等）  

・特別事業（地域ぐるみで取組む「環境美化活動」事業） 

  （上半期事業「春夏花作り」 種蒔き 4/22 苗植替え 6/9 出荷 6/30 花壇整備＆花

苗植え 6/30 下半期事業「ユリ栽培・ユリプランターづくり」 ユリ栽培講習会 11/4 花

壇ユリ球根植え・花壇整備 11/4 ユリプランター作成 10/25 大石小３年 11/4 ゆり

の里） 

 

６．平成２５年度（第６回）通常総会 ４月２７日（土） 19：00～     

［会長］北島敬四郎［副会長］前田武雄、小林美宏［事務局長］小林美宏 

      「筝 音」観賞  生田流宮城社筝和会 大師範 野坂 千江子 他 

 

    ・第２５回大石ふれあいまつり（記念大会）  ―ゆりフェスタと協賛― 

 

 ＜平成２５年度の主な事業＞ 

［花いっぱい運動］（「花壇用苗作り」 種蒔き 4/21 苗植替え ６/９ 出荷 6/29 花壇整

備＆花苗植え 6/29 「ユリ栽培」 ユリ栽培講習会 11/3 花壇整備＆球根植え・花苗植え） 

 ［スローライフ部会］（第４回大石地区歴史探訪ウォークラリー 6/1 １０６名 ユリプランタ

ー設置 5/26 ユリプランター回収 6/29 ユリプランターづくり 11/3 

ゆりの里ユリプランターづくり 11/7 大石小３年） 

［いきいき健康部会］（「第５回」ふれあいサロン 余興カラオケ・音楽体操・沖縄芸能 11/17 

８０名 「ラジオ体操参加運動」 7/22～） 

［くらし安心部会］（防災フェスタ 6/3 安全・安心ノート「防犯、交通編」作成 発行 2/13） 

［総務・広報部会］（区長会・まち協合同視察研修 近江八幡市 馬淵学区まち協 9/29 ２５名 

おやじサロン 男性料理教室7/13 ２２名 女性サロン アンチエイジング

料理教室 10/6 １６名 広報紙の発行 ⑰.⑱.⑲.⑳） 
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７．平成２６年度（第７回）通常総会 ４月２６日（土） 19：00～ 

  ［会長］北島敬四郎［副会長］前田武雄、小林美宏［事務局長］鈴木和憲 

          オカリナ演奏（オカリナ教室のみなさん）        

 

   ・第１回大石地区敬老会  （6/2 ユリーム） 

    ・公民館からコミュニティセンター移行案まとまる（１１月） 

    ・公民館だよりと合併し＜おおいしだより＞として発行 

    ・ゆりの里公園活性化協議会設立（１２月―会長に北島まち協会長）  

  

 ＜平成２６年度の主な事業＞ 

 ［花いっぱい運動］（「花壇用」苗作り 種蒔き 4/27 苗植替え 6/8 出荷 6/28 花壇整備

＆花苗植え 6/28 「ユリ栽培」ユリ栽培講習会 11/2 花壇整備＆球根

植え） 

 ［スローライフ部会］（第５回大石地区歴史探訪ウォークラリー 9/27 ユリプランター設置 

5/25 ユリプランター回収 6/28 ユリプランター球根植え付け ゆ

りの里 11/2 大石小３年 11/28 「大石小親子ふれあい行事」への

参画 11/3） 

 ［いきいき健康部会］（第１回大石地区敬老会への参画 6/1 親子ラジオ体操会に参加 7/19 ラ

ジオ体操参加運動 7/21～ いきいき健康カラオケサロンの開催 1/9

～ 第 2・4 木曜日） 

 ［くらし安心部会］ （緊急医療情報キット配布依頼 11/25 大石地区地震避難訓練への参画 

8/31） 

 ［総務・広報部会］  （合同視察研修 富山県防災センター 11/24 ２８名 「おやじサロ

ン」男性料理教室 7/12 １１名 「女性サロン」女性料理教室 10/5 

１０名  「中高年サロン」そば打ち教室 11/30 ３０名 広報紙 

21.22.23.24.25 号発行  ２１号より公民館だよりと合併し「おおい

しだより」として発行する ホームページ更新） 

 

８．平成２７年度（第８回）通常総会 ４月２５日（土） 19：00～ 

   ［会長］北島敬四郎［副会長］前田武雄、小林美宏［事務局長］鈴木和憲 

       「大石地区まちづくり協議会紹介パワーポイント」視聴 

 

    ・4/1 大石コミュニティセンター開設（初代センター長に藤田芳一氏） 

       

 ＜平成２７年度の主な事業＞ 

 ［花いっぱい運動］ （「花壇用苗作り」種蒔き 4/26 苗植替え 6/6 出荷 6/27 「花壇

整備＆花苗植え」 6/27 「ユリ栽培」ユリ栽培講習会 11/1 花壇整

備＆球根植え 11/1） 
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 ［スローライフ部会］（ユリプランター設置 5/24 ユリプランター回収 6/27 ユリプランタ

ー植付け 大石小３年 10/27 ゆりの里 11/1 第６回大石地区歴史

探訪ウォークラリー 大牧・井向方面 9/26 ６０名 第１回スティック

リング大会 2/14） 

 ［いきいき健康部会］（第２回大石地区敬老会への参画 5/31 親子ラジオ体操会に参加 7/25 

ラジオ体操参加運動 7/21～  カラオケサロンの開催 ４/１０～ 第

２・４金曜日） 

 ［くらし安心部会］ （緊急医療情報キットの配布  安全安心啓発パトロール １１月～） 

 ［総務・広報部会］ （「合同視察研修」核融合科学研究所 岐阜県土岐市 10/25 ２３名 大

石歴史講演会「大石村から春江町へ」 毛利権一氏 11/3 ６０名 原木

しいたけ駒打ち体験教室  2/13  ２５名  おおいしだよりの発行 

26.27.28.29.30 号 ホームページの更新） 

 

９．平成２８年度（第９回）通常総会 ４月２３日（土）19：00～ 

   ［会長］北島敬四郎［副会長］月僧博和、牧田梅志郎［事務局長］鈴木和憲 

     坂井市テーマソングと市民参加型プロモーション映像（市制施行１０周年記念）を視聴 

 

     ・春江地区まちづくり協議会部会別連絡会創設 

・４部会から５部会制に編成替えを行う 

 ＜平成 2８年度の主な事業＞ 

 ［花・環境部会］                                

・花いっぱい運動事業 （「種蒔き 4/24 苗植替え 6/4 出荷 6/25 花壇の整備＆花苗

植栽 6/25 「ユリ栽培」花壇整備・ユリ球根と花苗植栽 10/30） 

・花苗オーナー普及事業（種蒔き 5/11 花苗出荷 6/25） 

・環境美化活動事業 （西長田駅掃除 6/12 空き缶拾い 10/30 芝桜の植栽 5/22）  

・ユリプランター事業 （設置 5/22 回収 6/25 球根植付け 大石小３年 10/28 ゆりの

里 11/6） 

 ［教育・文化部会］  

・大石地区歴史探訪事業（第７回ウォークラリー大会雨の為、代替事業として「ストラップ作り

教室」を開催 9/18 ７０名） 

・三世代交流事業   （第２回スティックリング大会の開催 2/12 ７０名） 

 ［健康・福祉部会］ 

・健康づくり推進事業 （大人の遠足会「参ろーど禅オォーキングに参加」6/12 １６名 ヘ

ルシー料理教室 9/17 １２名 ラジオ体操への参加運動 7/24～ の

べ２１２名 親子ラジオ体操会協力 7/23 ３００名）  

・「元気に生活しましょう」事業（カラオケ教室 第２・４金曜日 元気づくり教室各地区の集

会所 大石地区敬老会への参画 10/2） 

・部会活動推進会議の開催 11/30 
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［安心・安全部会］  

・高齢者交通安全対策事業（敬老会会場にて、交通安全グッズの贈呈 10/2） 

・防災フェスタ開催事業 （ふれあいまつり会場にて非常食の展示・試食 6/26） 

［総務・広報部会］ 

・総務事業 （合同視察研修 「出石まちづくり公社視察」兵庫県豊岡市 ２１名 8/7） 

・地域づくり事業（環境整備 池の清掃及び防鳥網の取換え作業 9/4 ビオトープの整備９月～１

０月 おやじの店出店 ふれあいまつり会場 揚げ物・射的コーナー 6/26） 

・広報活動事業 （おおいしだよりの発行 31.32.33.34.35 号 ホームページの更新 啓発物の制

作） 

・防災物品庫整備事業（防災物品庫設置「市制１０周年記念・三国ボート収益金還元特別事業」） 

 

１０．平成２９年度（第１０回）通常総会 ４月２２日（土）19：00 より 

［会長］北島敬四郎［副会長］月僧博和、牧田梅志郎［事務局長］鈴木和憲 

        「大石地区の歴史遺産と展望」のＤＶＤ視聴 

 

   ・大石コミュニティセンター運営協議会設立（4/1） 

   ・     〃      改修工事委員会設立（11/30） 

   ・市まちづくり懇話会開催（7/6 三国観光ホテル） 

   ・ゆりの里公園再整備工事竣工（１１月 総合完成） 

        「農と水と光と人」のテーマパーク （６月ゆりいち、１１月カフェリリー） 

 平成 13年に開園して以来、来場者からの食事をする場所がほしい、地元農産物の直売所

開設という２つの大きな願いであり夢でした。 

今般の再整備においてその「夢」が実現いたしました。すてきなカフェレストラン、生産

者と消費者がふれあう直売所のにぎわい、さらに親水施設、イルミネーション等の公園整備

がなされ、地域に暮らす私たちにとって大きな活力を頂きました。 

 今後、行政のめざす観光拠点としての集客力を高め、大石の宝ゆりの里公園を、私たちの

夢物語の実現に向けてみんなで盛り上げてゆこう。 

 

＜平成２９年度の主な事業＞ 

［花・環境部会］ 

 ・花いっぱい事業  （4/23 種まき 6/3花苗植替え 6/24花苗出荷） 

 ・花苗作り講習会事業（4/30 種まき講習会 6/18 花苗出荷） 

 ・環境美化活動事業 （①主要公共施設清掃活動「区長会との合同事業」6/11 西長田駅 10/21

大石主要幹線道路 ②センター前花壇整備活動 6/24 夏秋花苗移植 

10/21冬春花苗移植） 

・ゆりプランター設置事業（①ゆりプランター主要箇所設置 5/21 設置 6/24 回収 ②ゆりプ

ランター球根植付け作業 10/21 ゆりの里ハウス 10/26 大石小学校

３年生） 
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［教育・文化部会］ 

・大石地区歴史探訪事業（9/10 第８回ウォークラリーの開催「石塚方面」） 

・三世代交流事業（11/18 第３回スティックリング大会の開催） 

［健康・福祉部会］ 

 ・健康づくり推進事業（①大人の遠足 10/21 武生菊人形 ②地区ラジオ体操への参加運動 ③

大石地区「一斉夏休みラジオ体操会」への参加協力） 

・「元気に生活しましょう」事業（①カラオケサロンの開催第２，４金曜日 ②出前講座「元気づ

くり教室」の開催６月～１０月 ③第４回大石地区敬老会への参画

10/1） 

・部会活動推進会議の開催（11/9 開催「大石地区の福祉関係団体の代表」） 

［安心・安全部会］ 

 ・親子で防災体験事業（7/16 京都市市民防災センター） 

 ・防災フェスタ開催事業（6/25 大石ふれあいまつり会場） 

［総務・広報部会］ 

 ・研修事業（①県外視察研修 10/15 姫路市防災センター 参加者少なく中止 ②全体委員会の開

催 3/29） 

 ・地域づくり事業（①コミセン環境整備 9/29 ②地域連絡会の開催 10/27） 

 ・広報事業（①おおいしだよりの発行 36、37、38、39号.） 



　行政区 　　氏　　　　名 　　担当部会 　備　考

1 春日野 谷口　昌博 代　　　表

2 室町 寺前　勝二 広報・総務

3 姫王 末永　慶一 広報・総務

4 春日野 高嶋　澄江 広報・総務

5 春日野 笹木　和男 広報・総務

6 西長田 小林　多美子 広報・総務

7 春日野 室田　ひろ美 広報・総務

8 春日野 松田　　徹 スローライフ
（環境・文化・教育）

9 大牧 森　　靖子 スローライフ
（環境・文化・教育）

10 大牧 森　　洋子 スローライフ
（環境・文化・教育）

⑪ 堀越 月僧　博和 スローライフ
（環境・文化・教育）

12 木部西方寺 田中　千恵子 スローライフ
（環境・文化・教育）

13 大牧 高間　静美 スローライフ
（環境・文化・教育）

14 春日野 花木　順子 スローライフ
（環境・文化・教育）

15 春日野 増田　辰夫 いきいき健康
（健康・福祉・体育）

16 上小森 松田　誓也 いきいき健康
（健康・福祉・体育）

17 石塚 黒川　房子 いきいき健康
（健康・福祉・体育）

18 石塚 黒川　きみ代 いきいき健康
（健康・福祉・体育）

19 室町 山岸　　浄
いきいき健康

（健康・福祉・体育）

20 大牧 五十嵐　和夫 いきいき健康
（健康・福祉・体育）

㉑ 大牧 木下　豊治 くらし安心
（防災・防犯）

22 西長田 小林　伸太郎 くらし安心
（防災・防犯）

23 木部西方寺 竹内　治兵衛 くらし安心
（防災・防犯）

24 大牧 坪田　恵吉 くらし安心
（防災・防犯）

25 上小森 前田　武雄

26 石塚 松浦　十左ヱ門

27 大牧 五十嵐　輝達

28 大牧 木下　正寿

29 上小森 得政　正裕

㉚ 春日野 佐藤　　茂

森　　徹 上小森６－１２ 72-0002

坂本　里美 上小森６－１２ 〃

準備会窓口

準備会窓口

　　　　　　　　　　平成２０年度　まちづくり準備委員名簿

tubo
テキストボックス
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大石地区歴代区長会長・副会長名 

年 度 会 長 名 地区名 副 会 長 名 地 区 名 備  考 

平成 10 小林 芳見 西長田 吉田 善一 石塚  

11 五十嵐輝達 大牧 北島保男 定広  

12 高嶋 精 下小森 松羅 正勝 石塚  

13 小林孫右ェ門 西長田 木下 守 大牧  

14 木下 和雄 大牧 自閑 忠夫 春日野  

15 吉田 一雄 石塚 斉藤 伊佐雄 西長田  

16 近間 栄治 春日野 森  勲  大牧  

17 高嶋精一郎 室町 中島 正幸 定広  

18 大島 昭雄 布施田新 高間 敏則 姫王  

19 谷口 昌博 春日野 前田 武雄 上小森  

20 近間 正寿 姫王 長谷川彰弘 井向  

21 下川 泰久 取次 松田 誓也 上小森  

22 小林 敏博 西長田 藤田 友治 春日野  

23 田崎 千秋 下小森   副会長なし 

24 野坂 康雄 上小森 坪田 進 大牧  

25 小林 幸典 西長田 松浦 忠志 石塚  

26 高間 直樹 姫王 高尾 信博 春日野  

27 月僧 博和 堀越 牧田梅志郎 正善  

28 吉田 市郎 石塚 高間 清孝 姫王  

29 友重 正幸 下小森 木下 博文 大牧  

30 増田 辰夫 春日野 高間 修治 大牧  

 

大石地区歴代公民館長・センター長名 

 
職  名 氏 名 在 職 年 度 在 職 年

数 

地区名 

公民館長 高間 繁樹 昭和 58年度～平成元年度 ７年 姫王 

〃 松浦 豊 平成 2.年度～6年度 ５年 石塚 

〃 小林 英道 平成 7年度～11年度 ５年 西長田 

〃 竹内 治兵衛 平成 12年度～19年度 ８年 西方寺 

〃 森  徹 平成 20年度～21年度 ２年 大牧 

〃 五十嵐 輝達 平成 22年度～24年度 ３年 大牧 

〃 黒川 規夫 平成 25年度～26年度 ２年 石塚 

センター長 藤田 芳一 平成 27年度～29年度 ３年 室町 

   〃 黒川 勝範 平成 30年度～  石塚 
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