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20th
日野公民館改築20周年
記念誌発行にあたって
日野公民館改築20周年記念事業実行委員会委員長

矢
や

島
じ ま

　孝
た か

男
お

　現在の日野公民館は昭和38年に建設された旧公民館を解体

し、平成９年に新しい機能を備えた「日野地区公民館」とし

て運用を開始致しました。今年度で改築20周年を迎えること

となりました。当時の運営委員・実行委員各位によりタイム

カプセル事業などを通じ20年後の公民館活動の検証を託され

ました。収納されている資料などを整理し、改築時の日野地

区住民の皆様の物心両面における多大なるご支援と地域愛に

改めて感謝いたすところであります。今回20周年の節目を

迎え過去の記録や事業資料を基に「社会教育の地域拠点」としての日野公民館の歩みを編

集し、記念誌を発行することとなりました。過去の記録としては旧館の建築30周年記念誌

「あゆみ」が平成５年に発行されています。今日まで50年以上の永きにわたり日野地区の

諸先輩方が築いてこられた公民館活動の歴史と重みを感じているところです。改築後の20

年間には地区公民館を取り巻く社会状況も大きく変化してまいりました。町の行政改革の

流れの中でより地域に根差した職員体制や運営のしくみ等も導入されました。また開館時

の新館長には日野町初の女性館長として菱川きよみ氏を迎え、女性の視点を取り入れた新

しい公民館活動を展開して頂いたことにより女性の事業参加に大きく道を拓いていただき

ました。今まで多くの先輩方が積み上げてこられた社会教育や生涯学習活動を柱とした日

野地区の「ひとづくり・まちづくり」を、これからも進めていく拠点としての公民館とな

れるように努力・研鑽を積まなくてはなりません。生活の形態や社会ニーズが益々多様化

する中、地域から選出された実行委員が主体となって運営する「手づくり」の公民館活動

も次の20年を見据えた変化を検討・議論していかなくてはなりません。地域を想う人を育

てる公民館活動の合言葉は「集い」・「学び」・「つなぐ」です。地域の絆づくりに貢献

できる公民館となれるようこれからも日野地区の皆様のさらなるご指導、ご鞭撻をお願い

申し上げます。
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20th
日野公民館改築20周年
おめでとうございます

改築20周年に寄せて

日野町長日野公民館長

藤
ふ じ

澤
さ わ

　直
な お

広
ひ ろ

伴
ば ん

　重
し げ

政
ま さ

　日野町の公民館活動は、町づくりに大きな役割を果たしてい

ます。「ひびきあい日野の宝を未来につなぐ自治の力で輝くま

ち」をスローガンとする第５次日野町総合計画においても「公

民館を社会教育の拠点として、住民主体の活動の展開を図る」

とあります。

　公民館は昭和24年に施行された社会教育法に位置づけられ、

「住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図る」などと

規定されています。日野町は、昭和30年３月16日に１町６村が

合併し、現在の日野町として60年を超える歴史を刻んでいます。その間「平成の合併」の波が

押し寄せましたが「自分たちの町のことは自分たちが考え行動する」という自治の力によって

歩みを進めてきました。こうした自治の気風を培ってきた土壌のひとつに公民館活動があると

思います。

　旧町村単位の７つの地区にそれぞれ公民館があり、実行委員さんが選ばれ、その力で地域の

特性を活かした活動が自主的に進められてきました。民主主義と自治を育てる拠点として大い

に役割を担い、青年団活動や婦人会（女性会）活動をはじめ各種団体の活動拠点としても機能

してきました。

　なかでも日野公民館は、町内で一番多くの集落と人口を対象としています。そうしたなかで

活動をまとめていくことは苦労も多いと思いますが、恒例の運動会では22地区対抗の競技が行

われ、区対抗リレーと綱引きでは予選と決勝が行われるなど見事な運営に感心させられます。

　また、地区文化祭においてもテーマを決めた展示やステージ発表の多彩さも素晴らしいと思

います。規模の大きさをいかした活動を繰り広げていただいています。時代の移り変わりに

よって公民館の取り組みも変化し、子育て、介護、防災など色々な分野にも取り組んでいただ

いています。

　改築20周年を節目にさらに一層、民主主義と自治が花開く町づくりの拠点として発展されます

ことを心より期待します。益々のご活躍をご祈念申し上げお祝いの言葉とさせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　日野公民館は、社会教育の場として、地域の「ひとづく

り」「地域づくり」の役割の元、「集い」・「学び」・「つ

なぐ」場を設定し、使命を果たしてきました。

　それには、地域から選出された、委員が中心になり、自主

的な運営をし、自治の活動を進めてきました。

　一時は各区から選出された委員が100名を超え、それぞれの

活動計画のもと、積極的に活動をしていただいていました。

　過去のように、行政の上意下達の伝達機能の役割ではな

く、自立の町づくりの為、企画委員会、体育委員会、文化委員会、広報委員会の４つの委

員会活動に重きを置いています。これからも、この委員会を中心に、進められることと確

信しています。

　思い起こせば20数年前私も地域役員の一人として、改築基金の協力金の支援を願い、住

民総意の公民館が建築されて、20年が過ぎてきました。使えば建築された時の美しさは無

くなっていきますが、できるだけ、そのままでありたいと願っています。

　しかし、当時の各地区の戸数は半減し、住民も少子高齢化し、運営には、困難をきたし

ています。

　公民館では、高齢化に対応すべく、建築当時のままでなく、少しづつ直しています。そ

して、楽しく、公民館で活動していけるようにと考えています。

　各区から、委員会の選出数も、戸数に応じて変化させ、将来の運営には少しずつ変化が

あるように思いますが、皆様の英知をいただき、さらに20年の公民館運営を求めたいと考

えています。
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20th
改築20周年をお祝いして

日野町教育委員会教育長

平成29年10月8日（日）　ドローンにて空撮

今
い ま

宿
しゅく

　綾
あ や

子
こ

　日野公民館が改築20周年を迎えられ、ここに記念誌を刊行

されますことに、心よりお祝い申し上げます。

　日野公民館は平成９年に現在の姿に改築されました。和の

雰囲気が漂う瓦屋根と白壁の凛とした美しい姿は、20年の歩

みを経た今も変わることがありません。

　日野町は豊かな自然・文化・歴史・伝統など「文化財」に

あふれています。長い年月の中で育まれ、先人達が大切に継

承してこられたこの「日野町のたから」を守り活かして頂い

ていることに敬意を表する次第です。

　教育委員会におきましても「ふるさと学習」や「ふるさと絆事業」により、地域の方々

と共に学ぶ「地域に開かれた学校づくり」を進めているところです。

　「学ぶ者こそ教えられる」という言葉があります。大人も子どもも一緒に学ぶ拠点とし

て、公民館は大きな役割を担っています。また「人は人の中で人となる」という言葉もあ

ります。お互いを尊重し、認め合い、助け合う中で、学びを深め、関わりを通して身につ

けた力を生かし、役に立っていく喜びは公民館活動ならではの醍醐味と言えましょう。

　めまぐるしく変化し複雑化するいっぽうの社会、不透明で不安な時代の到来・・などな

ど最近よく見聞きする表現です。しかし「ふるさと」は変わらない姿で、温かく迎えてく

れます。人々の優しいまなざしや関わりにあふれた町で生き生きと生活できることはみん

なの願いでもあります。

　改築20周年を機に、歴史ある日野公民館があまたの世代間交流を通して、より一層深い

学び・高い文化を創造し、日野地域ならではの活力ある事業に取り組まれることを期待し

ております。日野公民館の更なる活性化、ますますのご発展と皆様のご健勝・ご活躍を祈

念してお祝いの言葉といたします。
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改築にたずさわって

公民館事業への思い出

元日野公民館主事

森
も り

口
ぐ ち

　雄
ゆ う

司
じ

　町の総合計画に基づき町内５校の小学校施設の改築目処が立つ

と、いよいよ社会教育施設の公民館建設へと移りました。町内７

地区にある旧村庁舎を公民館としていた施設から順次改築計画が

立てられ、先ず、昭和63年３月に西桜谷公民館が竣工。続いて平

成２年10月必佐、平成４年４月東桜谷、平成８年３月鎌掛と改築

が進められました。そのようななかで日野公民館は、昭和38年３

月に竣工以来30年近くとなります。

　私は、平成３年度から５年間日野公民館主事を務め町の総合

計画では、日野公民館の改築計画は平成７年度に組まれました。そして、公民館の改築に向けて

の協議機関として運営委員会での議論から始められ、改築に向けた準備委員会を設置して、協議

した内容は、本来町立施設であることから建設費は町の財源で賄うべきというなかで、各戸から

積立金を集めてはという意見には２つの趣旨がありました。１つは、地域住民が利用する価値を

高めるためにも公民館の備品費は、各戸から集めた積立金で捻出する。また、先に改築された日

野小学校の改築に関わっても建設資金ではなく、施設で使用する備品費積立金で充てるという既

成事実があることから積立金が必要となりました。そして、窓口となる分館長22地区の区長会に

お諮りをしてご議論をいただきました。ここでは、既に改築が進められている他地区の状況も説

明しながら、それぞれの地区で各戸から目標額を定めて竣工時には一定の額が集められているこ

との理解も説明しながらまとめられた内容は、積立金として一戸５万円を目標に各区長さんを通

じて平成４年12月から毎月千円をお願いすることとなりました。その後、積立金は、概ね順調に

集められてきたものの、町財政収入の圧迫から改築が一年遅れることとなりましたが、平成９年

１月には積立目標の50ヶ月を迎え、その２ヶ月後には公民館改築の竣工をみることができたこと

は、地区民の皆さんの深いご理解があったことと感謝申し上げます。

　改築計画がたてられ、竣工するまでの６年間、日野公民館植田實館長さんには、積立金に関わっ

て各自治会へ理解を得るための説明に奔走いただき、また、町当局への改築に向けて並々ならぬ折

衝には、大変なご苦労があったことは担当した者としてしみじみと感じるものがあります。
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町民運動会

▼これからの公民館活動へ一言

村井２区 外
と の

池
い け

　多
た

津
つ

彦
ひ こ

体 育委員１年目に体育委員長の大役を任されま

した。当時の菱川館長から「あんたやったら

出来る」とおだてられて引き受けました。委員長は

初めての経験でしたが、各地区の体育委員の皆さん

のご協力により楽しく事業を開催することができ、

住民の皆さんに喜んでいただいたことは今でも思い

出に残っています。体育委員会の担当事業で一番大

変なのはやはり町民運動会です。春ごろからプログ

ラム委員会を何回か開いてプログラムの検討を行います。前年の反省を踏まえて、またマンネリ化しな

いよう新種目を考えていきます。この年の種目の変更としてはムカデ競争の反省から電車でＧＯに変えた

ことです。そのほか大小さまざまな改良を加えました。各競技にはいろいろな道具が必要となりますが、

その準備や点検をするのも大変です。体育委員が全員で各競技の準備物の点検を行います。こうして準備

万端整えて町民運動会当日を迎えるのです。この一連の体育委員会の作業は毎年毎年繰り返されてきまし

た。町民の皆さんが楽しみにしている町民運動会は、体育委員の地道な努力のおかげだなといつも思って

います。

公 民館事業に参加して一番よかったことは、初

めて出会う各地区の体育委員さんと一緒に

事業をする中でたくさんの人との交流ができたこと

です。体育委員会だけでなく企画委員会、文化委員

会、広報委員会など様々な活動の中で今まで知らな

かった人と活動を通じて人と人の交流ができること

が公民館活動の中での一番嬉しいことです。

　いままで諸先輩が築いてこられた日野公民館の歴史をこれからもずっと続けていってほしいと思いま

す。それにはみんながいろんな形で公民館活動に携わっていくことが大切だと思います。各委員会の委員

だけでなく、区の行事と関わって公民館を活用することもひとつです。人と人の交流の場として公民館が

これからも大きな役割を果たして欲しいと思います。各区で公民館の委員に推薦されたら喜んで活動に参

加して欲しいと思います。委員の皆さんがおもしろくない事業には住民も参加しません。委員が自ら楽し

んで開催できる事業をこれからも進めて頂きたいと思います。
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納涼祭文化祭

▼これからの公民館活動へ一言▼これからの公民館活動へ一言

大窪1区 岡
お か

　賢
け ん

一
い ち

村井1区 井
い の

上
う え

　清
きよし

   

私 が住んでいる大窪1区では、古い街並みを残

す地域の一角、風光明媚な「日野祭」を継

承する地域です。また、高齢者単独世帯の増加する

地域でもあります。「納涼祭」イコール「若者・子

供」のイメージがありますが、中には老夫婦の方が

「毎年楽しみにしています」と声をかけてきてくれ

た事を思い出します。

　「納涼祭」はやはり若者が引っ張っていく行事で

す。私も公民館の色々な行事を知り体験させていただくまで「公民館」のイメージはあまりよくありませ

んでした。働き盛り、趣味、子育てと地区の行事まで忙しくて参加しにくいのが現状だと思いますが、一

度参加してみると「公民館」に対するイメージが一転すると思います。一度参加することをお勧めいたし

ます。

　「各種公民館事業」私が公民館に携わらせていただいた歴代日野公民館長・公民館主事・事務職員の皆

様には「笑顔」がありました。「笑顔」があれば何でも出来る！！「納涼祭」をはじめ各種行事には「笑

顔」が一番の思い出で私の心に残っております。

公 民館の玄関を入った所のエントランスホール

には、公民館運営委員さんを中心として製

作された作品展示が毎年のテーマに沿いながら趣向

を凝らした展示物に皆さんも驚かれるのではないで

しょうか？町民運動会が終った頃から毎晩集まって

コツコツとされたもので製作途中を拝見していると

皆さん真剣そのものです。その中にも楽しそうにわ

きあいあいとしたムードが漂っており公民館らしい

一面を見させて頂きました。また、他の展示の部に出展されている物もこの文化祭に出品する為に製作さ

れた力作、プロ顔負けの作品が沢山毎年あるのにも驚きです。文化祭で一番思うのが、家族みんなで来て

頂き、模擬店やお楽しみ抽選会等で楽しそうにしている子供達の笑顔が印象的であり、微笑ましく思いま

す。公民館は、地区住民が主人公であると感じさせられました。　

事 業を完了した時の役員の「笑顔」、達成感と参加者の「笑顔」を見られた事が一番です。地域との

つながり、女性の（交流・交際）力。私は男性で、色々な局面で男性と女性の交流・交際力を体験

させて頂きました。女性はすばらしい！色々な行事を通して実感した感想です。これからも「笑顔」を大

切に公民館活動に参加していきます。

日 野地区に住んではいますが、勤務は町外に出

て行き、帰宅は夜遅くなる毎日です。20歳代

より公民館の各委員をさせて頂き、各地区から選出

の委員さんや職員の方々と公民館事業を通じて年代

を超えた人と人との結びつき支え合いや助け合い、

最近で言う所の『絆』の大切さを教えてもらったよ

うに思っております。　　

地域で残す「公民館」・プラス思考で残す「公民館」

　新しい役員への引継ぎ。私が委員長を経験した時に、公民館長から一言「また機会があれば公民館事業

に協力してや」と声をかけて頂きました。人材は多くおられると思います。上手な引継ぎを行い継続して

いく事を望みます。

　地域の住民一人一人が、郷土を愛し生涯学習の出来る場所『公民館』ですが、現在ではインターネット

の普及などにより、自宅やスマホで学ぶことが出来るようになり、学習環境変化が著しいと思われます。

今までの活動の良いところは継承しつつ、現代のニーズに沿った活動を町民主体で計画・構築し、10年

後、20年後の公民館のあるべき姿を創意工夫しながら広く町民に親しまれる公民館にしていきたいです。
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区対抗野球大会広報誌さじき窓 の発行にあたって

▼これからの公民館活動へ一言▼これからの公民館活動へ一言

大窪5区 宮
み や

田
た

　兼
か ね

一
か ず

木津 岸
き し

和
わ

田
だ

　加
か

代
よ

子
こ

私 にとって「区対抗野球大会」は特別な公民館

事業です。初めて参加させていただいたのが

中学生の頃でした。私達の地区は何度も優勝してい

るチームでメンバーも多く、その中で年の離れたお

じさんと白球を追いかける状況は見慣れない光景で

したが、逆にそれがすごく新鮮だったことを覚えて

います。また、グラウンドを離れ試合が終わってか

らの「打ち上げ」にも参加させていただきコーラ５

本を飲みお腹がパンパンの中、酔っぱらったおじさんを見ながら盛り上がっていたことは、なかなか体験

できない貴重な経験として心に残っています。そういった経験を経て40年近くたった今、全く逆の立場で

この事業に携わっています。また、現実的に息子と一緒にプレーができている喜びはひとしおです。そん

な「区対抗野球大会」は素晴らしい事業であると確信しています。

紫 匂う綿向山を仰ぎ見るここ日野公民館は今日

も堂々と白い建物で凛と立っている。以前の

建物の時も子供たちの小さい頃から当時の瀬川利三

郎主事さんのもと、ＮＨＫの「お母さんの勉強会」

などでいつも公民館を利用させてもらったもの。

ＮＨＫ大阪放送局見学など懐かしく思い出す。

　新しい公民館が出来て初代の館長さんが菱川

先生、自分の中学校時代からの先生ですごく親しみ

が湧いた。「学校とは随分勝手が違うのでやりにくいわ！」とおっしゃっていたのを昨日の事のように思

い出す。その間、広報委員や企画委員、運営委員、社会教育委員など、自分の能力も顧みず色々経験させ

て頂いた。婦人会の会合や料理講習、当時は女性セミナー、どのメニューも魅力的でほとんど参加させても

らった。サークル活動でも何回となく使用させてもらっている。あれから20年カプセルの中の写真が楽しみ！

や はり、年齢を問わず一緒にプレーをし「喜

び」も「悔しさ」も同じように味わえるこ

とで、人と人の絆が深まっていくと考えます。私に

とって、「野球」「日野祭」「地域事業」と繋がっ

て行き、無くてはならない人脈形成を築いていま

す。

役 員を何回となくお引き受けして良かったことと言えば、やはり

全然知らない地区の方たちとも会合を重ねるたびに親しく話

が出来るようになったこと。活動を通して視野がひろくなったこと。

今まで気付かなかったことを学ばせてもらったこと等です。またセミ

ナー等ではびわ湖ホールや劇団四季の鑑賞など多彩なメニューで夢の

世界に誘って下さいました。とても元気をもらいました。

　少子高齢化の中、今後維持していくことが難しい状況にあることは避けられない現実です。しかし、年

代層を超え一つの行事に取り組むことで学校では習わない教育が成されること、人と関わることで人脈が

増え、「人としての器」も大きくなることは未来の日野町を背負う人材育成に寄与されています。どんな

劣悪な環境に置かれても、その時代に合ったやり方を考え、維持する必要があると考えます。みんな力を

合わせ頑張りましょう。

　これからはどこも少子高齢化の時代に突入。子どもさんからお年寄りまで公民館に来たら楽しい事が

いっぱいある、また次も行ってみたいと思えるような、情報や活動の拠点になるように、今まで以上に、

誰もが立ち寄りやすい公民館であってほしい。

第340号　平成30年４月１日発行

創刊号　昭和60年６月１日発行
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20th日野公民館
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ウォークラリービーチボール

▼これからの公民館活動へ一言▼これからの公民館活動へ一言

村井4区 神
じ ん

脇
わ き

　丸
ま る

美
み

上野田 池
い け

内
う ち

　美
み

代
よ

子
こ

さ つきの花が咲くころ、「ふる里再発見ウォー

ク」に参加しました。企画委員になって１

年目は、公民館から北今町、近江日野商人ふるさと

館、中野城跡、西之宮神社コース、34ヶ所の文化財

を探訪しました。２年目は松尾、大谷、正明寺コー

ス25ヶ所の文化財、遺跡を散策しました。普段は何

気なく通りすぎる街の中を、チョット違う目線で、

観光ボランティアガイドの案内と説明で、それぞれ

２時間30分のふる里再発見ウォークになりました。企画委員として企画、立案から携わり進めてきまし

た。日野の歴史、文化財のワンポイント資料を参考に下見をした時のこと、探している目的地にたどり着

けず、近所の方にお尋ねしましたが「知らない」との返事でした。ふる里ウォーク当日、ガイドさんの案

内で確認すると、道の片隅に無造作に置かれ、ひっそりと人目につかない場所に在りました。ガイドさん

より文化財保護の難しさについて説明があり「もっと大切に見守っていかなければ」の気持ちになりまし

た。

日 野公民館20周年おめでとうございます。私に

とってこの20年間は目まぐるしく駆け抜け

て行ったような思いです。それは私が40歳代で様々

な事に挑戦しようとしたからです。マラソン・町民

駅伝・ビーチボールです。ビーチボールに至っては

一チーム４人でする・軽いボールである・誰にでも

出来るスポーツとして声をかけ合いビーチボール大

会にのぞみました。また上野田区のチームとして３

チームも出場することもありました。

　勝つ事を意識し、負けるたびに悔しい想いをし、これではいけないと小学校の体育館で週一回の練習を

重ねるようになりました。コートに一歩踏み入れるとすばやく動き、ボールをどこまでも追い、大きな声

を出し、作戦を練るなど一生懸命に臨むことが出来ました。優勝も経験し、館長杯、委員長杯も獲得しま

した。思う存分動いて、良い汗も流し、誰もが出来るスポーツに出会えて良かったです。

私 たちのふる里「日野」は、豊かな田園、澄み

きった大空、歴史を語りかける文化財、遺

跡、社寺仏閣等、たくさん残っています。

　しかし「人の手が入らないと大切な文化財がどん

どん失われていく」とガイドさんが熱弁されていま

した。今回ふる里ウォークに参加して、私達の暮ら

す日野をもっと沢山の人に知ってもらう活動をした

いと思いました。

家 族で練習や試合に出場する事もあり、家庭で

の話題も増え、地域では学生、社会人、遠

く県外から嫁いで来た人達を交じえ年の差を感じる

事なく練習が出来ました。コートの外では友達、学

校、地域、職場等の出来事や、悩み事などの話が弾

み解決する事さえありました。大勢の方と顔見知り

になり、家族、地域の人お友達との繋がり、絆は

今でも続いています。

　「公民館を核に地域づくり推進」が掲げられ、運営委員会を中心に、各実行委員会が事業を効果的に実

施、歴代の委員が活動、築き上げてきました。この貴重な活動を絶やすことなく、地域住民とのふれあい

を大切に「集い」・「学び」・「つなぐ」場を提供し、より良い公民館活動がつづく事を望みます。

　地域の人、子供も大人もいっしょに仲良く笑顔で活動できるスポーツとしてこれからもますます続けら

れて、文化活動、地域活動と共に公民館へ、また公共施設で大勢で集まる場を大切にしてほしい、人とし

てひとりひとりが集い、学び、つなげていってほしいです。ひとづくり、地域づくりはみんなが元気であ

いさつができ笑顔でいられる事が一番なのかなあ！！
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グラウンド・ゴルフ

▼これからの公民館活動へ一言

村井１区 沢
さ わ

　文
ふ み

男
お

公 民館事業は、大きく分けて文化・体育・

広報３事業に分かれると思います。文化

事業では、新春かるた会、納涼祭、文化祭。体

育事業では、ふれあいビーチボール大会、区対

抗野球大会、区対抗グラウンド・ゴルフ大会、

町民運動会、区対抗ボウリング大会。広報事業

では、広報誌「さじき窓」発行等々多くの事業

を実施されています。私にとっては子ども時

代から、また親となって子どもと一緒に、公民館事業に参加したことが今でも忘れることが出

来ません。近年は２人の孫を連れて、納涼祭、文化祭への参加を楽しみにしています。体育事

業においては、これまで行なわれてきました「壮年ソフトボール大会」に代わる新しい球技と

して普及し始めた「グラウンド・ゴルフ」が平成４年に「第１回区対抗グラウンド・ゴルフ大

会」として始まりました。当初は、大会に参加するだけでしたが、今では運営に携わって今日

に至っております。

私 は、グラウンド・ゴルフ競技に携わって

27年が経過しようとしています。公民館

の大会に於いても、第１回大会から参加もさせ

て頂きここ数年は、企画運営に携わっておりま

す。多くの人との出会い喜びを分かち合い、お

年寄りからの「小言」も頂きながら一喜一憂し

ています。

　少子高齢化が進み公民館活動の維持も大変な時期となります。それぞれの地域のニーズにあったことを

やって頂き、地区への負担が過大にならないことが一番です。公民館運営委員さんを筆頭に各委員長さ

ん、区長さん大変ご苦労様とは思いますがこれからも、ずっと応援させて頂きますのでより良い企画運 営

をお願いします。

サークル活動を通じて
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日野公民館
改築20周年記念
20th

日野少年少女合唱団

▼今後の活動について

山
や ま

本
も と

　富
ふ

美
み

子
こ

私 たち日野少年少女合唱団にとって日野公民館

は歌声を聞いていただく舞台であるととも

に、みんなが集まって一緒に練習する大切なホーム

グラウンドです。

　まだ、学校が土曜日に半日ある頃から、町内の小

学校や中学、高校から集まってみんなで一緒に歌の

練習をしていました。色々な学校から集まるのです

が、同じ歌を練習することで気持ちが一つになって

いくのが感じられました。歌の練習も心に残っていますが、今は亡き菱川先生が歌の合間に話してくだ

さったいろいろなことも今でも心に残っています。笑ったり、時には悩んだりしながら、一緒に歌ったり

舞台を作り上げたりするのが、合唱団に入っていて良かったと感じるときです。結成されてから二十五年

以上経つこともあり、元団員という人も大勢いますが、練習を見に来ると当時の気持ちを思い出せるよう

なそんな仲間でありたいと思っています。

歌 う事が好きな仲間が集まっているので、もち

ろんみんなで歌うことが喜びですが、その歌

を聴いている人に感動を伝えられることにも喜びを

感じます。また、この合唱団では日々子どもたちが

成長していく様子を見たり感じたりできることが最

大の喜びです。幼くて入団した子どもたちは、周り

の子どもたちにいろいろと助けられながら成長して

いきます。ふと気づくとその子が今度は自分より小

さい子どもに寄り添ったり教えたりしている、そん

な光景を見ると嬉しくなります。

　私たちの合唱団は、常にメンバーは変わっていき、日々子どもたちは成長していきます。それでも歌う

ことや周りの人を大切にする気持ちを持つことは変わらずに、さらに良い歌声、仲間のあり方を目指して

共に頑張っていきたいと思っています。
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20th

日野少年少女合唱団

スケッチ画教室

お話パズル

ママヨガ 日野歌謡教室

花結び教室

スポーツチャンバラ

ウイズ

コール石楠花

錦城会 押し花アートむらさき

大正琴 浜千鳥ロコロコ体操
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座談会
テーマ『地域における公民館活動の役割と将来について』

子ども生け花教室 ハーモニカ教室

日野混声合唱団

庸寿会池坊花道教室

むらさき句会

ビーズ工房 瑛
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日野公民館
改築20周年記念
20th

１．開催日　　平成30年２月３日（土）

２．時　間　　午後１時30分～午後４時30分

３．場　所　　日野公民館　和室

４．テーマ　　『地域における公民館活動の役割と将来について』　
　　　　　　　・公民館に携わってきた思い出
　　　　　　　・公民館が行っている事業を見て感じること
　　　　　　　・残しておきたい公民館事業と仕組み
　　　　　　　・取り組むべき新しい分野
　　　　　　　・日野地区の課題と公民館の果たす役割

５．出席者［敬称略・順不同］

　　パネリスト
　　　　　　　日永伊久男　　（日野町教育委員会生学習課長兼ねて日野中央公民館長）

　　　　　　　福本　修一　　（元日野地区運営協議会長）

　　　　　　　谷　　隆史　　（現日野公民館運営委員長）

　　　　　　　大橋　　光　　（現日野公民館運営委員）

　　　　　　　吉澤　光彦　　（日野公民館　元体育、企画、文化委員長）

　　コーディネーター
　　　　　　　矢島　孝男　　（日野公民館改築20周年記念事業実行委員長）

　　司会　　　木村　郁夫　　（日野公民館改築20周年記念事業事務局）

　　記録　　　神脇　丸美　　（日野公民館改築20周年記念事業事務局）

　　記録　　　藤澤賢太郎　　（公民館職員）

　　記録　　　小林　章子　　（公民館職員）

開催の概要 １．公民館に携わってきた思い出

矢島：1997年（平成9年）に地域の皆さんの絶大なるお力を頂き、旧
公民館から今の公民館に改築され20年が経ちました。20年の節
目としてこのような記念事業の一環として座談会を開催させて
いただくことになりました。この20年を振り返っていきたいと
思います。まず、みなさんに公民館活動への思い出など、公民
館との関わりについてお話しいただきたいと思います。

日永：公民館との関わりは平成27年度からで、今年で３年目です。
　　　平成19年度から主事は町職員から地区での雇用に代わりましたが、運営に支障が出たことから平成

27年度から町雇用と地域雇用の選択制となりました。そのような中で、日野公民館は設備、施設も
大きいし沢山利用もあるので運営・管理面でご苦労頂いた。

矢島：ちょうど、その頃日野地区の自治連絡協議会の会長をされていた福本さん何か思い出がおありと思
いますが。

福本：平成17年に日野町の自治による町づくり計画により、翌年に行政連絡懇談会に答申され、行政改革
が行われ、「官から民への事業展開」により公民館職員を地域から採用していこうと、平成19年に

自治連絡協議会が発足した。その間紆余曲折があり平成23年に見直
しされ、日野地区運営協議会となりました。
私自身、同年にNPO法人ひびきあい日野を立上げ、現在10名で活動
し日野地区の町づくりを活性化するため様々な問題に取り組み、最
近では自主防災活動等、日野地区運営協議会と連携しながら、地域
住民の皆さまに貢献出来るよう日々鋭意努力しています。

谷 ：公民館との関わりと思いでは、平成11年に企画委員長をさせて頂いたときです。
　　　当時、菱川館長から「今までと違った企画で何か出来ないのか」と言われ、皆で知恵を絞り今ある

「納涼祭」をスタートしました。現在もずっとその納涼祭が続いており大変うれしく思っています。
今思うとすごく公民館に携わって頂いた各実行委員の皆さまのパワーと元気を感じたものです。

吉澤：公民館との関わりは、今から約10年前に文化委員として公民館活動をさせていだいたときからです。
その後企画委員長、体育委員長をしたことで幅広く事業に参加させてもらったことが思い出です。
当時は各実行委員会の事業はレールが引かれていて、ある程度年間の事業は決まっていたように思
います。その事業に各委員が当てはめられていたような感じです。事実、新しい事業で運動会の競
技を決めるにしてもすごいエネルギーが必要だったことを今でも覚えています。

矢島：吉澤さんは、すべての実行委員会の委員長をされてきました。公民館にとって今後貴重な人材だと
思います。この中で一番若い現運営委員の大橋さん思い出おありですか。

大橋：私は、20年前の小学４年生のとき丁度タイムカプセルに作文を入れました。
　　　その後、菱川館長の依頼があり、日野町子ども会指導者連絡協議会の理事として公民館事業に携

わってきました。３年前に運営委員に仲間入りさせて頂き、すごい責任感とやりがいを感じていま
す。今はおじいちゃん、おばあちゃん、また働きざかりの世代に気軽に来てもらえる公民館にした
いと思っています。
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２．公民館が行っている事業、活動を見て感じること ４．取り組むべき新しい分野

３． 残しておきたい公民館事業と仕組み

福本：地域の社会教育の中核施設として公民館が大きく様変わりしてきたのは20年ほど前からと思いま
す。青年団活動やボランティア、サークル活動が公民館では気軽にできた。今、実行委員会、公民
館運営委員の選出は各地域で「次はお前がやれ、来年はお前やで」という意識で地域から参加され
ているため公民館活動は活発にならないと思う。経験豊富な方を人材登用し公民館の役員として関
わりを持ち、生涯学習の場として公民館活動が活性化されるといいと思います。

大橋：公民館の実行委員の選出は地区（自治会）からが原則だと思う。地域みんなの公民館でもある。子
ども会役員もうちの町内は子どもがいないから役員が出せませんと言うのはおかしい。地域みんな
で子供会事業をする場こそ公民館だと思う。

矢島：日永中央公民館長にお聞きします。他の公民館が行っている事業の特色など何か感じることがあれ
ばお願いします。

日永：どこの公民館も実行委員会が中心で事業を行っています。実行委員の役員となれば責任感も芽生え
一生懸命やられる方もおられます。一方、西桜谷地区では人口減少により事業をするにしても参加

者がいない。会議も名前だけで人が集まらない。南比都佐公民館や
必佐公民館は各事業は中学、高校生にお願いし協力してもらってい
る。最近は消防団や色々な団体にも協力を依頼している公民館が多
いようです。
日野のすべての公民館に言えることは、地域住民が関わって運営さ
れている実行委員会制度であり、これは他の市町に比べて一番の特
徴です。

矢島：もっと公民館を利用しやすいために何かを変えて行かなければいけないとか、何か一般住民が公民
館に入りにくいとか、若い人が公民館事業に参加しやすい方法など。大橋さんいかがですか。

大橋：公民館の事業の「ウォーキング」ひとつとっても、そんなのあったんやと思う人がいます。日野の
歴史を散策し、そのあとカレーを食べる。このことは特定の住民しか知らなすぎると思います。公
民館の良い情報が伝わっていません。例えば、子どもから子どもへ情報を伝え、次に子どもから大
人へ伝えていく。このような伝達をしていきたいです。今、公民館からの発信は「さじき窓」など
が中心ですが、もっと違った方法で情報発信していきたいです。

福本：「さじき窓」での情報発信もいいですが、公民館のホームページを立ち上げ、公民館活動、事業の
写真や動画などリアルタイムに流せるともっといいと思います。

日永：公民館のホームページを立ち上げても、公民館職員では色々な業務がありリアルタイムでの更新は
難しいと思います。もう一つ気になるのが個人情報保護の観点から子どもの写真、動画等を勝手に
載せたりすると苦情がくるのでは。「さじき窓」でも気にして載せられないのでは？

小林：子どもさんや保護者からの苦情は無いです。逆に「よく載せてくれた」と喜びを聞くことがありま
す。また、大きく取り上げてくれてありがとうと言ってくれる人もいました。

大橋：人によっては広報委員を呼び写真撮ってと自分から言ってくる人もいます。

矢島：町に予算をとってもらい、公民館に新しいものを取り入れる必要がありますね。
　　　たとえば、インターネットやホームページを使い、公民館の貸館の予約状況とか会議内容また催し

案内などを一般の人にも公開するとか。せっかく公民館に来て部屋が空いてないから借りられな
い。このようなことは少なくとも無くなるのではないでしょうか。それが出来ればすごく便利にな
ると思います。

大橋：とにかく、公民館の情報がリアルに欲しいです。例えば運動会は何時から始まるとか。年間行事や
事業の結果等をホームページにアップしたらいいと思います。

木村：公民館職員では限度がありボランティアで対応してはどうでしょうか。

谷 ：人材センターに依頼し、インターネットやホームページ開設に詳しい人を探し活用してはどうですか。

福本：私も昔「綿向山」のホームページを立ち上げました。数年間は検索数が少なかったですが、ここ最近
では登山ブームでもあるので、その効果はすごく興味のある人は掲示板等でも情報発信できます。

谷 ：運営委員の中にもそのようなことが詳しい人もいると思います。また、仕事をリタイアした人の活
用もできるのではないでしょうか。若い人も育てていきたいですね。

福本：まずは「さじき窓」あたりの情報をスマートフォンで簡単にアクセス出来るように考えたいです。

矢島：これからは時代に即した事業のやり方を色々考えていかなければいけません。そう言った意味で生
涯活動を地域に貢献できる人づくりも公民館の大きな役割であり、地域から出てこられた委員さん
を育成しながら事業体制を作っていかなければならないですね。

日永：昔の公民館は、人が多く集まれば成功だと評価されましたが、これからの公民館は人づくりが主と
なるように変えていかなければいけないと思います。人づくり、街づくりを行い、併せて色々な事
業で「学ぶ」だけではなく、学んだことを住民に還元していく必要があるでしょう。

吉澤：企画委員会の位置づけについて疑問を感じることがあります。企画委員が行う事業は納涼祭のみだ
と思っていました。私が企画委員をした時は今の事業を行っていました。

　　　20年前の企画委員の行っていた事業・企画の原点に戻ってもいいのかなと思っています。

矢島：私が企画委員をしていたころは、企画実行委員会が決めた事業を各実行委員（体育、文化、広報）
にやってもらうことが決まっていました。このようなやり方では新しい事業が出てこないなど各委
員からの意見はあったのですが、中々考える時間がなく一年間事業をこなすことが精一杯でした。

谷 ：残しておきたい仕組みとして公民館主事がしっかりしたプランを持って、町にもお願いすることは
しっかりする。また主事の方からも各委員に活動提案を行いその内容でプランを組んで頂きたい。

福本：その時々にあった公民館活動をやっていけばいいと思う。公
民館は町づくり計画で行政が補助金で委託する、地域の雇用
から運営までも住民の協力金で賄われている。行政がもっと
かかわりを持ってほしい。財政面でもっと町が協力する必要
がある。公民館のスタッフも今の事業を考えるとかなり負担
となっている行政の協力が必要であり、協力金がなくても活
動していける公民館にしたいと思う。
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５．日野地区の課題と公民館の果たす役割

矢島：最後に20年目の節目として、次の20年後の節目のことを考え意見をいただきたいです。

吉澤：今後、公民館に携わることによって、今まで活動を通じて得たものを伝えていきます。
　　　また、人を育てる意識とやりがいをもって公民館活動に参加します。やる以上は地域に持ち帰り伝え

て活躍してほしいです。引き継ぐ若い人たちがいかに公民館活動に携わっていけるか、事業を企画す
る立場を理解し役割を果たせるか。皆さんと共に知恵を絞りながら協力していきたいと思います。

谷 ：中々難しい面もあろうかと思いますが、私の立場（運営委員長）として若い人たちに公民館づくり
を担ってほしいと願っています。各事業の委員さんには楽しく気軽に会議等に参加していただきた
いと思っています。そのためにも、公民館は地域に根差した活動をすすめ参加しやすい雰囲気づく
りを第一に考えたいです。きっと20年後も若者が担っていってくれていると思います。

日永：委員をするのであれば楽しんで何か自分の為にします。楽しんで参加しなくては意味がないと思い
ます。若い人たちに何でもお膳立てをするのではなく、若い人たちが発言出来るような場が必要で
す。その場に参加し存在感をアピールしてもらえればいいと思っています。

大橋：人づくり、地域づくりをするにはまず公民館に人が集わなければ意味がないと思います。そして、
人が来やすい公民館づくりを目指すためには、働き世代がもっと気楽に参加できるよう工夫し、公
民館がこんなに楽しいとか思ってもらえるようにしていかなければならないと思います。そのため
に、私たちから少しでもいいので公民館の情報を発信し活性化していけたらいいと思っています。
これが公民館の果たす役割ではないでしょうか。

福本：日野の町を明るい街にしたい、それはみんなの思いです。社会教育のひとつの場として公民館を
「核」と位置づけることが一番良いでしょう。

　　　私が思うに公民館としてのキャッチコピーとして「公民館は世代を超えた生涯学習する場。自主的
な活動の場」この言葉がピッタリだと思います。今後はそのようなことをアピールしていって欲し
いです。

矢島：みなさん長時間にわたり、『地域における公民館活動の役割と将来について』貴重な意見をいただ
きありがとうございました。

　　　今後大きく環境も変化してくると思います。どのように変化しても公民館の役割は地域のみなさま
とのつながりがなければ意味がないと思います。運営委員や各委員さんと対話しながら公民館事
業、活動を見失うことなく頑張っていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。

　　　時間も参りましたので、以上を持ちまして日野公民館改築20周年記念事業「座談会」を終了しま
す。ありがとうございました。

 以上

１．開会

２．主催者あいさつ
　　　　日野公民館改築20周年記念事業実行委員会委員長　　
　　　　日野公民館長　　

３．来賓あいさつ
　　　　日野町長　　
　　　　日野町教育長　

４．来賓紹介

５．感謝状贈呈

　【記念講演】　
　　　　講師「ｍｏｔｔｏひょうご」事務局長 栗

くり

木
き

  剛
つよし

先生
　　　　演題「これからの地域に根差した公民館活動とは」

　【アトラクション】
　　　　日野中学校吹奏楽部による演奏会
　　　　日野公民館改築20周年記念抽選会

６．閉会

日野公民館改築20周年記念事業  記念式典次第
平成30年3月10日(土)

日野公民館ホール
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20年前の日野公民館改築の様子について

（はじめに）
　今日は、日野公民館改築時の主事として「当時の様子について」お話させていただきます。
　何せ20年前のことで、「点」で覚えていても「線」で繋がらないことも沢山ありましたが、当時のメ
ンバーに確認しながら「線」にしました。

（町の計画）
　公民館の改築は、町の総合計画に基づき、町内５つの小学校の改築に続き、町内７地区にある
公民館を順次改築する計画で、昭和62年度の「西桜谷公民館」の着工を皮切りに、「必佐」、「東
桜谷」、「鎌掛」と改築され、平成８年度に町内５番目として日野公民館（旧日野中央公民館）に着
手されました。
　日野地区以外のほとんどの公民館は、昭和３０年の町村合併前の村役場が支所として残り、次
に連絡所となり、そのあと公民館として活用しておりました。

　日野地区は「日野中央公民館」として独立した建物で、成人式など町の大きな行事や集会が執り
行われていました。町民会館わたむきホール虹の建設により、日野中央公民館の役割は、そのほとん
どがわたむきホールに移行しましたが、日野公民館は、町の中心地にある公民館として、中央公民
館事業や様々な集会などに活用されていたところです。

（日野公民館の改築）
　日野公民館の改築は、今は亡き植田實館長と私の前任者である森口雄司（主事）さんが担当さ
れていた平成３年度からの取り組みであり、当時の運営委員会、改築準備委員会、分館長である
各区長さん方のご議論の末、平成４年12月から積立金一軒当たり５万円の取り組みが始まりまし
た。月額1,000円で平成９年１月までの50ケ月に及ぶものでした。
　積立金の総額は約84,000千円で、建築負担金や備品として日野町に寄付採納されました。

（主事着任と解体・引っ越し）
　私は、平成８年４月１日、日野公民館主事として、旧日野中央公民館（の建物）に着任しました。
　館長は、故植田實さん、事務員は藤澤永津子さん、用務員は、故市田ふみ子さんでした。

　日野公民館は、区長さん、企画委員会、文化委員会、広報委員会はそれぞれ22名の委員さん、
体育委員会は44名の委員さんが、さらに人権委員さんは、各町代さんなど100名以上おられまし
た。また、サークルの皆さんなど、大変多くの方々が公民館に関わって頂いていることに驚きました。

　改築工事は、平成８年７月に解体が決まり、引っ越しは各区長さんや運営委員会を中心に、各委
員会の委員さんにご協力いただき、今の教育相談センターの建物や、３年前まで河原にあった「町
史編さん室・文化財資料室」の空き部屋を借りて、備品や資料などを移動していただきました。

　事務所は、隣の旧日野町教育委員会の建物で「日野町土地改良区合同事務所」と「日野東部
土地区画整理組合」が借用されていたところに約一年間、間借りして業務を行いました。
　このため、公民館を利用していただいていたサークルや各種の会議などは、その施設の和室と
林業センター、商工会館、勤労福祉会館を借りて行っておりました。
　この間、運動会や各委員会などの公民館行事は、文化祭を除いて例年通り開催しましたが、会
場の確保や行事の準備など大変苦労したことを覚えています。

　工事の様子は、『さじき窓』の「公民館改築現場より」で、毎月進捗状況をお知らせしていました。

（企画委員会とタイムカプセル）
　一方、企画委員会では、公民館改築に伴う取組みとして「タイムカプセル」設置計画が平成７年度

（野田晃弘委員長さんの時）から議論をはじめられ、平成８年度（野澤優委員長）に引き継がれ具
体化されました。
　公民館ホールに地下室を設け、「ロケットを作って、綿向山に向かって日野の未来を発射する。」
その発射台に各地区の思い出として、今後の地域の変化と歴史をつなぐ各地区の現況写真を入
れることとなり、タイムカプセルが完成しました。なお、地下室を作るには設計変更が伴いました。
　また、発射台の周りにビー玉約50,000個が敷かれているのは、設置後、地下室の湿気がひど
かったため、乾燥させた上で敷き詰めたものです。この経費は、施工業者である㈱藤﨑工務店のご
協力によるものでございます。

（竣工式）
　平成９年３月30日に、日野町と公民館改築委員会主催で、来賓はじめ関係機関などのご出席のも
と、竣工式を開催しました。

（リニューアルオープン）
　平成９年４月１日からは、建設にご尽力いただいた植田 實館長の後任として、菱川きよみ氏が館
長に就任いただきました。当時は、滋賀県で初の女性館長として注目を浴びました。
　これは余談ですが、当時公民館運営委員の安田充男さんから、「就任の依頼に菱川先生のもと
へ何度か通った」とお聞きしておりました。
　就任後、特に４月は区長会をはじめ各委員会が、毎晩というほど続きます。私は、「館長の役割や
仕事について」いろいろ申し上げておりました。菱川館長は、毎晩熱心に出席され、その役割を果た
してくれていました。

　4月も終盤に入った時のことです。菱川先生から、「安田さんは、毎日ピアノを弾きに公民館に来て
くれればいいと言っていたのでお受けしたのに、館長がこんなにも仕事があるって言ってなかった
わ」と少し愚痴っぽく話されました。
　『そう言わんとお願いしますわ』と私が言うと「そやな、今さら文句言っても仕方ないな。アキちゃ
ん！できるだけあたたかい公民館にしような。」と私に言ってくれたことが大変印象に残っています。

　当時の菱川館長のそうした思いを汲み、ホールにはピアノが備え付けられ、その後、日野公民館
を拠点に日野町少年少女合唱団の活動も展開されていきました。
　他にもいっぱいエピソードがございますが、リニューアルされた日野公民館に相応しい、菱川味
いっぱいの「あたたかい公民館」にするため頑張っていただきました。ありがとうございました。

（平成８年度から平成11年度日野公民館主事）

川
かわ

東
ひがし

　昭
あき

男
お

氏

日野公民館改築20周年記念式典にて報告
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（竣工イベント）
　最後に、平成9年6月8日に開催されました「日野公民館竣工記念イベント」についてご紹介させ
ていただきます。
　当時、主事の私が持病の手術のため、当日のイベントに出席できず、大変申し訳なかったのです
が、企画委員会を中心に区長会や各委員会と力を合わせて取り組んでいただきました。
　当時の「さじき窓」7月号で表紙に区長会による「餅まきの風景」と次のコメントが載せられていま
したので原文のままご紹介させていただきます。

（おわりに）
　最後になりましたが、この20年の間に、改築に関係して頂いた多くの方々が永眠されました。
謹んで御礼申し上げます。

　今後とも日野公民館が、住民主導型公民館として、「あたたかい運営」をされますことを、そして
「地域の自治活動」が益々進展されますことをご祈念申し上げまして終らせていただきます。ありが
とうございました。

以上

参考資料
～　竣工記念イベント楽しんでいただけましたか　～

　好天に恵まれた6月8日煙火の合図とともに子供たちや家族づれが集まり始め、予想以上
の賑わいで関係者をはじめ実行委員は嬉しい悲鳴をあげました。
　模擬店も早々に完売してお客様から苦情を頂く始末です。館内ではアニメ上映、お茶席、
カラオケあり、少年少女合唱団のコーラス、何かうきうきする祭囃子、大抽選会、タイムカプセ
ル収納式や駐車場での餅まきなど沢山のイベント内容を大成功に終えることができました。
　スタッフ一同、ご協力いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。 〔Ｉ〕

〔 名 簿 〕
日 野 公 民 館 職 員
企 画 委 員
文 化 委 員
体 育 委 員
広 報 委 員
運 営 委 員

〔 記 録 〕
体 育 事 業 成 績
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日野公民館
改築20周年記念
20th

日野公民館職員名簿：平成9年度～平成29年度

館長 主事 事務員 事務員 施設管理員 施設管理員

平成  9年　　菱川 きよみ 川東 昭男 藤澤 永津子 市田 ふみ子

平成10年

平成11年

平成12年 門坂 俊男

平成13年

平成14年 西沢 雅裕 北川 愛子

平成15年

平成16年 中野 良造

平成17年 壁田 文

平成18年 小森 ゆき恵

平成19年 岡 登志男

平成20年 池内 雅子

平成21年 八木 健雅

平成22年 竹下 久美子 川端 亜弥 町田 絹子

平成23年 伴 重政

平成24年 吉沢 芳雄 津田 喜美

平成25年 小林 章子 吉沢 玉枝

平成26年

平成27年 藤澤 賢太郎

平成28年

平成29年
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企画委員名簿：平成9年度～平成29年度

村井１区 村井２区 村井３区 村井４区 小井口 五月台 椿野台 寺尻 木津 日田 大窪１区 大窪２区 大窪３区 大窪４区 大窪５区 河原 松尾１区 松尾２区 松尾３区 上野田 大谷　 雇用促進 中道

平成  9年 井上　清 市田淳史 徳田　明 仙波隆司 佐橋　徹 浅井秀明 奥田英雄 中西　仁 岡　節郎 藤澤志行 川瀬健司 全本容市 寺田宗造 吉沢房美 堀　義司 北川幸司 高井晴一郎 羽野攝二 松原善久 石井芳郎 奥村豊和 川崎憲生

平成10年 井上　清 外池忠歳 瀬川幹司 吉村行正 佐橋　徹 井村　稔 篠原由嗣 竹村　洋 岡　節郎 板倉正典 谷　隆史 全本容市 京川義昭 吉沢房美 滝井成典 北川幸司 寺田義行 羽野攝二 麻原光雄 石井芳郎 奥村豊和 松尾大介

平成11年 嶋村　実 外池多津彦 瀬川幹司 吉村行正 今井　正 井村　稔 大田　堅 福本正二 岡　節郎 板倉正典 谷　隆史 外池康二 京川義昭 辰野幹雄 山縣淑隆 深井茂男 寺田義行 野杉俊夫 麻原光雄 石井芳郎 小森　武 寺田克美

平成12年 嶋村　実 外池多津彦 畝田鉄也 吉澤章次 今井　正 佐藤幸男 古田みよ江 福本正二 岡　節郎 西川明弘 岡　智之 外池康二 福地啓恭 辰野幹雄 山縣淑隆 増田浩幸 高井晴一郎 野杉俊夫 石岡賢治 内田信夫 小森　武 竹内文雄

平成13年 秦　武己 辻　昌彦 畝田鉄也 吉澤章次 小田真広 佐藤幸男 古田みよ江 田中定文 岡　吉美 西川明弘 岡　智之 池澤元康 福地啓恭 清水裕二 倉田正和 杉原康弘 窪田　隆 榎　和伸 石岡賢治 内田信夫 宮松俊輔 宇都宮善春

平成14年 秦　武己 島村博文 郷間昭一郎 桜本貴志 小田真広 石井慎二 谷口廣次 田中定文 岡　吉美 吉永　敦 柏木智津子 池澤元康 大野修弘 清水裕二 倉田正和 高井儀浩 窪田　隆 榎　和伸 坂田謙一 嶋村周吾 宮松俊輔 堀江伸一

平成15年 井戸明保 吉川　保 郷間昭一郎 桜本貴志 相坂佐千男 石井慎二 谷口廣次 中西　仁 寺嶋弘義 吉永　敦 柏木智津子 井口　正 大野修弘 大谷龍矢 平田雅士 北川幸司 谷　俊廣 島村　陽 坂田謙一 阪元利之 篠村正之 北西　智

平成16年 井戸明保 吉川　保 瀧沢　誠 谷田勝美 相坂佐千男 新海修司 今井　哲 中西　仁 寺嶋弘義 野田博行 伊藤良次 井口　正 松田健治 大谷龍矢 平田雅士 深井　学 谷　俊廣 島村　陽 名阪庄司 池本英樹 篠村正之 小梶隆朗

平成17年 根本　徹 千々岩 哲 瀧沢　誠 谷田勝美 小田貴史 新海修司 今井　哲 谷田一樹 岡　俊夫 野田博行 山田彰一 津田昌行 元持　修 松浦俊雄 山田人志 遠藤鉄夫 山口明一 森沢章夫 名阪庄司 池本英樹 小林勇雄 酒井了治 西墻和昭

平成18年 根本　徹 千々岩 哲 岡村茂男 池内昭男 小田貴史 横井　静 吉田昌佐実 谷田一樹 岡　俊夫 西沢知治 野崎正樹 津田昌行 杉岡　進 松浦俊雄 山田人志 杉原春男 山口明一 森沢章夫 村田勝利 野出和裕 小林勇雄 山下綾子 西墻和昭

平成19年 矢川　明 井上正博 岡村重男 池内昭男 小田真広 横井　静 吉田昌佐実 竹村　繁 岡　明 西沢知治 野崎正樹 青山　修 杉岡　進 中西和宏 徳田一博 北川秀樹 安田寛次 島村　陽 村田勝利 野出和裕 吉村文春 岡村弥生 奥村　聡

平成20年 矢川　明 井上正博 竹村勝己 田中英一 小田真広 上村　純 高橋英司 竹村　繁 岡　明 西川明弘 山口泰宏 青山　修 寺田宗造 中西和宏 徳田一博 落合真也 安田寛次 島村　陽 松本隆英 辻　英雄 吉村文春 中井　航 奥村　聡

平成21年 木村郁夫 中田　穣 竹村勝己 田中英一 今井　正 上村　純 高橋英司 田中定文 岡　隆一 西川明弘 山口泰宏 松岡千鶴子 寺田宗造 小川裕之 堀　義司 杉原大貴 寺田知義 野杉俊夫 松本隆英 辻　英雄 溝江英一 広田正子 幅尾光信

平成22年 木村郁夫 中田　穣 佐治広史 長谷川 修 今井　正 石岡尚義 井上忠明 田中定文 岡　隆一 芝　雅宏 岡　賢一 松岡千鶴子 奥村和由 小川裕之 堀　義司 山田登志夫 寺田知義 野杉俊夫 大澤信三 斉藤　豊 溝江英一 市川寛子 幅尾光信

平成23年 吉澤光彦 山村滋雄 佐治広史 長谷川 修 中川竜也 石岡尚義 井上忠明 福本江身子 岡　浩司 芝　雅宏 岡　賢一 小森久子 奥村和由 松浦俊雄 喜澤哲也 西澤佳宏 小林秀司 沢口勘治 大澤信三 斉藤　豊 小森　浩 澤　幸作

平成24年 吉澤光彦 山村滋雄 （免除） 南　晃司 中川竜也 新海修司 吉田周二 福本江身子 岸和田ふみ子 西生健司 竹村康男 小森久子 相坂政子 松浦俊雄 喜澤哲也 田引拓也 （免除） 沢口勘治 名坂雅之 谷　智行 小森　浩 澤　幸作

平成25年 竹村元希 田中博信 （免除） 南　晃司 佐橋大樹 新海修司 吉田周二 竹村直美 岸和田加代子 西生健司 竹村康男 尾林裕之 相坂政子 村井義治 西村あき子 奥村直人 （免除） 浦田武生 名坂雅之 谷　智行 奥村視文 吉田　晶

平成26年 竹村元希 田中博信 （免除） 中川繁男 佐橋大樹 望月武史 後藤有宏 竹村直美 岸和田加代子 野田武雄 正川学文 尾林裕之 野出　学 村井義治 西村あき子 杉原正生 （免除） 浦田武生 村田浩二 森　賢詞 奥村視文 吉田　晶

平成27年 三浦正喜 外池多津彦 （免除） 中川繁男 小田真広 望月武史 後藤有宏 中西礼子 吉澤美代子 野田武雄 正川学文 島村博史 野出　学 松浦俊雄 山縣まゆ美 村井典男 （免除） 井上　努 村田浩二 森　賢詞 小森昌真 仲上秀樹

平成28年 三浦正喜 外池多津彦 （免除） 神脇丸美 小田真広 中西英治 平野真吾 中西礼子 吉澤美代子 吉永　敦 城本裕味子 島村博史 藤岡　明 松浦俊雄 山縣まゆ美 奥田秀吉 （免除） 井上　努 西澤　真 中野久夫 小森昌真 仲上秀樹

平成29年 福本雅史 小西俊哉 （免除） 神脇丸美 今井　正 中西英治 平野真吾 竹村京子 岸和田ふみ子 吉永　敦 城本裕味子 竹村育生 藤岡　明 村井義浩 井上鈴代 山田淳史 （免除） 中西徳寿 西澤　真 中野久夫 宮松宗乃 望田喜代治

世帯数により免除の区があります
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文化委員名簿：平成9年度～平成29年度

村井１区 村井２区 村井３区 村井４区 小井口 五月台 椿野台 寺尻 木津 日田 大窪１区 大窪２区 大窪３区 大窪４区 大窪５区 河原 松尾１区 松尾２区 松尾３区 上野田 大谷　 雇用促進 中道

平成  9年 竹村正司 阿部　勉 増田　隆 土屋良一 赤澤正夫 宮下佐重郎 柾木寿治 竹村節夫 吉澤孝明 西生健司 吉沢　務 橋本孝男 吉田孝治 石岡和喜夫 外池　満 杉原春男 市田文代 三浦　豊 守村　清 池本秀一 小森信男 川島平園

平成10年 竹村正司 阿部　勉 吉沢節夫 臼井正元 赤澤秀男 尾崎政夫 橋本直之 竹村節夫 吉澤孝明 芝　雅宏 中西孝裕 橋本孝男 服部純司 長谷川信夫 倉本信子 増田美佐代 外池紀子 三浦　豊 一井　昭 池本秀一 小森信男 加藤広次

平成11年 富田重夫 寺居昇治 高尾　聡 岸和田進 赤澤秀男 尾崎政夫 橋本直之 竹村鉄也 吉澤孝明 芝　雅宏 中西乃利子 西村正雄 服部純司 長谷川信夫 堀江広司 岡崎正和 大塚耕造 高倉哲也 一井　昭 森　賢詞 溝江由和 麻原和已

平成12年 富田重夫 寺居昇治 池内真知子 吉田　茂 小田信二 合田篤史 中川早苗 竹村鉄也 吉澤孝明 野田武雄 井田孝之 西村正雄 杉岡　進 野口英紀 池内　潔 北川政子 大塚耕造 高倉哲也 中野充浩 森　賢詞 溝江由和 武藤　隆

平成13年 栗田眞知子 植田敏夫 増田　隆 小川一夫 小田信二 合田篤史 中川早苗 寺本綾子 岡　幸子 野田武雄 井田孝之 村井博史 杉岡　進 野口英紀 山田照美 杉原佳子 小林秀司 和田浩一 中野充浩 北川昌吾 小森八重子 角地清隆

平成14年 栗田眞知子 植田敏夫 瀬川幹司 橋本導雄 今井　正 中野静夫 高田清義 寺本綾子 岡　幸子 野田武雄 大谷伊佐男 村井博史 高井敦夫 深尾吉一 木田幹人 杉原昌代 小林秀司 和田浩一 坂田義治 北川昌吾 小森八重子 大島正一

平成15年 矢川　鋭 池内真三 沢　滋雄 中原英幸 今井　正 中野静夫 高田清義 寺本かつ江 岡　吉美 野田武雄 大谷伊佐男 矢野博佳主 高井敦夫 深尾吉一 堀　義司 高井寛子 川村巳喜男 川島康誉 坂田義治 山本　寛 溝江貴美枝 麻生田学

平成16年 矢川　鋭 池内真三 山田良子 瀬川正昭 三戸香緒里 土居哲司 堀池直人 寺本かつ江 岡　吉美 高城里子 柏木智津子 矢野博佳主 奥村和由 小林尚司 和田千尋 門坂恵美子 川村巳喜男 川島和代 野崎賢治 山本　寛 溝江貴美枝 岡村弥生

平成17年 井上　清 島村博文 角喜一郎 竹村光章 三戸香緒里 土居哲司 堀池直人 竹村真澄 岡　浩司 南川しづ子 柏木智津子 竹村育生 奥村和由 石岡靖史 川瀬由紀子 深井節子 大塚耕造 野杉俊夫 野崎賢治 石井芳郎 小森淳子 原　憲 増治建晴

平成18年 井上　清 島村博文 岡村洋子 伊藤博章 相坂達也 野本由紀子 吉村達雄 竹村真澄 岡　浩司 芝　弘子 山田彰一 竹村育生 長崎一広 石岡靖史 藤沢　徹 杉原やす美 大塚耕造 野杉俊夫 松原善久 倉本仁美 小森淳子 中澤京子 野中伸久

平成19年 吉澤光彦 吉川　保 畝田鉄也 大野武俊 相坂達也 野本由紀子 吉村達雄 竹村京子 岸和田剛史 吉永篤江 山田彰一 松岡千鶴子 長崎一広 岡比登志 佃　光一 深井早苗 大塚耕造 藤川敦子 松原善久 倉本仁美 小森さとみ 樋口和三郎 澤　幸作

平成20年 吉澤光彦 吉川　保 平林幸枝 山田尚夫 中川竜也 澤村克次 中川早苗 竹村京子 岸和田剛史 野田洋子 モーア・
オースティン 松岡千鶴子 島田福湖 岡比登志 安田睦美 田引成子 大塚耕造 藤川敦子 湖出圭祐 斉藤さゆり 小森さとみ 北村　元 澤　幸作

平成21年 吉澤松美 千々岩 哲 徳田美代子 仙波隆司 中川竜也 澤村克次 中川早苗 竹村直美 岡　俊夫 野田さと子 モーア・
オースティン 吉田　誠 島田福湖 堀　輝美 山縣まゆ美 橋本真由美 大塚耕造 村田健造 湖出圭祐 斉藤さゆり 小森良美 野邑豊和 松尾大介

平成22年 吉澤松美 千々岩 哲 瀬川艶子 立岡英樹 門坂　和 箭内　実 福山達磨 竹村直美 岡　俊夫 堀　香織 川瀬健司 吉田　誠 南川美代子 堀　輝美 倉田正和 住井絵美子 大塚耕造 村田健造 岡田ひろみ 門谷安子 小森良美 竹内美智子 松尾大介

平成23年 西川真利江 井上正博 福田一行 佐古勝治 門坂　和 箭内　実 福山達磨 竹村まゆみ 岡　広幸 西生潤子 川瀬健司 村井弘幸 南川美代子 松原孝司 後藤　尚 遠藤鉄夫 北川靖章 中西芳徳 岡田ひろみ 門谷安子 小林幸子 吉澤健二

平成24年 西川真利江 井上正博 郷間美智子 中野康弘 （免除） 角屋真也 高橋淳子 竹村まゆみ 岡　広幸 （免除） 岡　賢一 古澤晃平 角田秀樹 松原孝司 白塚尚実 細江幸美 北川靖章 中西芳徳 西河悦美 中野他家子 （免除） 吉澤健二

平成25年 前田博樹 村井泰子 尾崎淳子 田中明美 （免除） 角屋真也 高橋淳子 竹村真澄 岸和田剛史 （免除） 岡　賢一 平林哲男 角田秀樹 水谷美希 小林雅史 堀江友希江 高井亮一 榎　佑果 西河悦美 中野他家子 （免除） 福岡滋雄

平成26年 前田博樹 村井泰子 尾崎淳子 鶴岡　等 （免除） 久木哲哉 袖岡英治 竹村真澄 岸和田剛史 （免除） 竹村康男 平林哲男 黄野瀬善行 水谷美希 麻生田学 北村祐子 高井亮一 榎　佑果 温井健之 齋藤美登里 （免除） 福岡滋雄

平成27年 吉田英一 吉川　保 高尾　聡 北川洋子 （免除） 久木哲哉 袖岡英治 竹村智子 岡　篤史 （免除） 竹村康男 奥村　茂 服部誓之 小林尚司 喜沢哲也 山下緩子 三田　克 清水和人 温井健之 齋藤美登里 （免除） 村井英剛

平成28年 吉田英一 吉川　保 吉澤照子 瀬川正夫 （免除） 杉原誠一 竹本　淳 竹村智子 岡　篤史 （免除） 正川学文 奥村　茂 上田千枝子 小林尚司 岡　玉明 竹田恵里 三田　克 清水和人 久保田典子 野中千代子 （免除） 村井英剛

平成29年 井上　清 矢野哲孝 谷口和也 門　克昌 （免除） 杉原誠一 竹本　淳 竹村真澄 吉澤賢一 （免除） 正川学文 猪俣明子 上田千枝子 松本孝士 福田敬一 日夏めぐみ 寺田義行 麻原隆広 久保田典子 野中千代子 （免除） 新居義伸

世帯数により免除の区があります
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日野公民館
改築20周年記念
20th

体育委員名簿：平成9年度～平成19年度

村井１区 村井２区 村井３区 村井４区 小井口 五月台 椿野台 寺尻 木津 日田 大窪１区 大窪２区 大窪３区 大窪４区 大窪５区 河原 松尾１区 松尾２区 松尾３区 上野田 大谷　 雇用促進 中道

平成  9年 正野新造 吉川　保 森田康義 森口雄司 中川久和 箭内　実 橋本多貢満 竹村鉄也 岡　裕次 芝　雅宏 伊藤隆喜 村井英剛 高井健夫 林　幹雄 倉本　要 落合真也 安田寛次 頓宮正也 高井　徹 西沢郁男 小森均治 向井伸二

吉澤松美 村井宏臣 郷間昭一郎 吉沢賢治 小田貴史 高村　均 吉川力広 竹村元秀 寺嶋弘義 西川明弘 池田秀夫 井口　正 角田秀樹 村井義浩 小林茂樹 田引拓也 三田　克 浦田武生 西岡孫衛 呉竹弘美 小森茂昭 香山一夫

平成10年 吉澤松美 吉川　保 郷間昭一郎 飯田広光 赤澤正夫 中島修一 谷口廣次 竹村鉄也 寺嶋弘義 西川明弘 池田秀夫 村井英剛 川上雄二 藤川博樹 堀　義司 桝　利孝 安田寛次 頓宮正也 村田正利 呉竹弘美 小森茂昭 成橋正泰

沢　正隆 村井宏臣 増田　隆 瀬川正昭 小田貴史 川西弥彦 飛田藤彰 竹村元秀 岡　勇 野田武雄 森田浩司 井口　正 西倉　勉 今井　滋 佃　利幸 田引拓也 三田　克 浦田武生 佐々木豊 谷　智行 篠村正之 木田忠士

平成11年 沢　正隆 井上正博 増田　隆 安井裕史 赤澤正夫 中島修一 草場一也 中西　仁 岡　勇 野田武雄 吉田茂充 川端正直 南川弘樹 三日月栄一 滝井成典 北川年一 北川靖章 瀬川一典 村田正利 谷　智行 篠村正之 小川正巳

根本　徹 田中博信 岡村菊宏 西川義彦 門坂昌幸 川西弥彦 飛田藤彰 竹村　肇 岡　浩司 吉永　敦 岡　賢一 島村博史 南川貴博 石岡和喜夫 寺沢雅昭 田中和夫 高井亮一 寺澤政敏 佐々木豊 中野正明 奥村豊和 辻元利之

平成12年 根本　徹 田中博信 瀬川幹司 吉澤賢治 中川敏文 高野和行 嶋本善之 谷田利雄 岡　浩司 吉永　敦 岡　賢一 川端正直 大野修弘 清水裕二 嶋村和典 杉原祥文 北川靖章 瀬川一典 坂田浩和 野出和裕 奥村豊和 木瀬君博

矢川　鋭 井上正博 高尾　聡 西澤雅裕 中川竜也 野本精七 平井豊士 竹村　肇 岡　尚紀 南川　愉 日置正美 島村博史 高井敦夫 小川裕之 外池　満 橋本秀樹 高井亮一 寺澤政敏 大沢信三 辻　雷太 小森信男 上野高寅

平成13年 矢川　鋭 寺居昇治 高尾　聡 宮浦雄樹 中川敏文 高野和行 嶋本善之 竹村孝幸 寺嶋弘義 南川　愉 竹村好正 全本容市 井上博和 佐川正光 町田浩二 深井　学 寺田知義 吉沢充雄 坂田浩和 野出和裕 小森信男 樋口晴子

三林資幸 若村正二 岡　勝俊 角　直 中川竜也 野本精七 平井豊士 竹村　洋 岡　浩司 芝　二生 市田和之 青山　修 藤岡　明 羽生　忍 佃　光一 深井保孝 三田　克 今井堅一 大沢信三 辻　雷太 溝江久保 前田正人

平成14年 三林資幸 若村彰治 岡　勝俊 青木重樹 佐橋　徹 大門均至 西尾忠司 竹村孝幸 岡　浩司 吉沢重三 市田和之 全本容市 岩田哲児 岡比登史 奥村和広 北川幸司 寺田知義 吉沢充雄 和田昇三 西沢　健 溝江久保 梶原時男

小田信一 寺居昇治 小西厚臣 中川繁男 相坂達也 畑　慶治 竹本　淳 竹村　洋 岸和田剛史 西生　孝 伊藤隆喜 青山　修 南川弘樹 松本孝士 白塚　孝 北川年一 三田　克 今井堅一 中田佳伸 中野康弘 宮松成利 桃原　忠

平成15年 小田信一 外池多津彦 小西厚臣 中西　修 佐橋　徹 大門均至 西尾忠司 竹村　洋 岸和田剛史 吉沢重三 伊藤隆喜 石橋重剛 岡崎　孝 辰野幹雄 小林雅史 北川秀樹 金子長利 麻原隆広 和田昇三 西沢　健 小森　武 加藤一寛

小寺宏和 安部　勉 尾崎義久 新谷信夫 相坂達也 畑　慶治 竹本　淳 竹村忠之 岡　篤史 野田政史 吉澤　務 喜澤宏之 池内新吾 小川裕之 山添和敏 桝　利行 寺田修平 浦田武生 中田佳伸 中野康弘 溝江英一 西本ユキオ

平成16年 竹村正司 安部　勉 瀬川幹司 北川康夫 北浦兵治 川西弥彦 井原啓太 竹村　洋 岡　篤史 野田政史 吉澤　務 石橋重剛 花田　徹 山本　博 佃　利彦 杉原春男 金子長利 麻原隆広 坂田　宏 中野貞尚 溝江英一 佐藤信治

川嵜章弘 外池多津彦 沢　滋雄 村田滋男 小田喜代一 竹村道広 吉村貴雄 竹村忠之 岡　正人 西澤知治 吉田茂充 喜澤宏之 藤　宏幸 矢野元浩 治武宣夫 落合真也 福井尚史 浦田武生 福永有志 中野浩一 小森　武 竹村たつ代

平成17年 川嵜章弘 吉川　保 沢　滋雄 川副利和 北浦兵治 川西弥彦 井原啓太 水谷勝宏 岡　正人 西澤知治 小椋慶洋 池澤元康 杉岡　進 石岡和喜夫 高井祥三 増田浩幸 高井亮一 岡　利和 坂田　宏 中野貞尚 小森茂昭 宮島秀次 増倉大輔

満島弘順 小西利哉 岡　信幸 吉澤幸司 小田喜代一 竹村道広 吉村貴雄 竹村健太郎 岡　昌弘 西川明弘 中西辰巳 朝日　新 南川恭一 野口英紀 奥村幸司 桝　孝行 寺田良隆 井上　修 福永有志 倉本　明 小森均治 テリーグレン 廣島良信

平成18年 奥村隆弘 吉川　保 小西厚臣 門　克昌 中川孝司 指宿竜也 金子浩之 水谷勝宏 岡　典和 芝　雅宏 谷　隆史 池澤元康 岡崎　孝 小川裕之 福本智也 田引拓也 高井亮一 岡　利和 坂田義治 野瀬田誠 小森茂昭 山口光通 増倉大輔

満島弘順 小西利哉 岡　信幸 宮浦雄樹 三戸安行 矢田幸雄 立川
ロベルト 竹村健太郎 岡　昌弘 西川明弘 村田拡之 朝日　新 角田秀樹 中西和宏 岡　玉明 山中幸夫 寺田良隆 井上　修 佐々木純司 倉本　明 小森均治 大島正一 廣島良信

平成19年 奥村隆弘 外池多津彦 徳田　明 西村憲次 中川孝司 指宿竜也 金子浩之 田中定文 岡　典和 芝　雅宏 大谷眞高 村井弘幸 島田浩一郎 松原孝司 福永　勝 村井典男 福井尚史 赤沢貴之 坂田義治 野中秀男 溝江由和 中川悟史 音羽寛之

木村郁夫 小椋啓一 岡村洋子 大江一也 三戸安行 矢田幸雄 立川
ロベルト 谷田一樹 吉澤善友 西生健司 市田和之 奥村公章 奥村和由 町田真清 松本茂樹 深井明宏 入谷淳司 番家啓夫 佐々木純司 野瀬田誠 小森信男 伊東宗治 林　良一
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日野公民館
改築20周年記念
20th

体育委員名簿：平成20年度～平成29年度

村井１区 村井２区 村井３区 村井４区 小井口 五月台 椿野台 寺尻 木津 日田 大窪１区 大窪２区 大窪３区 大窪４区 大窪５区 河原 松尾１区 松尾２区 松尾３区 上野田 大谷　 雇用促進 中道

平成20年 木村郁夫 小椋啓一 岡村重男 国重維人 門坂昌幸 羽尻将門 久保芳夫 谷田一樹 吉澤善友 西生健司 市田和之 村井弘幸 岩田哲児 山本　博 柳原　正 田引静治 福井尚史 赤沢貴之 吉澤宏明 野中秀男 溝江由和 苗村竹治 音羽寛之

吉澤光彦 外池多津彦 高尾　聡 中川　隆 佐橋大樹 濱頭　徹 西村信夫 田中定文 岸和田 学 吉永　敦 伊藤隆喜 奥村公章 南川昌史 今井　滋 川瀬芳敬 遠藤鉄夫 入谷淳司 番家啓夫 大辻竜也 中野裕和 小森信男 岩井順子 林　良一

平成21年 吉澤光彦 北西正樹 高尾　聡 依田　治 門坂昌幸 羽尻将門 久保芳夫 竹村克久 岸和田 学 吉永　敦 伊藤隆喜 岡井健司 岡崎　孝 大谷龍矢 深尾哲男 西沢佳宏 谷　俊廣 廣瀬良一 吉澤宏明 中野裕和 溝江　聡 堀江伸一 堅名　潔

伊藤善行 沢　滋雄 薬師行真 大塚　清 佐橋大樹 濱頭　徹 西村信夫 松村雄輝 岡　正人 堀　昌史 伴　憲一 福地正典 角田秀樹 村井義浩 立木力一郎 山田登志夫 市田裕輝 浜本裕次 大辻竜也 石井健一 小森英昭 奥村久範 北浦雄治

平成22年 伊藤善行 沢　滋雄 薬師行真 加納一也 三戸安行 小笠原忠範 外田武司 竹村克久 吉澤　徹 堀　昌史 伴　憲一 岡井健司 西倉　勉 中井　宏 小窪善和 小野孝治 谷　俊廣 廣瀬良一 名阪庄司 石井健一 小森英昭 堅名　潔

岸本　繁 北西正樹 角多津子 岡田日出男 相坂晴樹 村川政樹 ジョゼ
カルロス 松村雄輝 岡　秀人 西生　孝 吉田茂充 福地正典 谷口　誉 石岡靖史 大橋　光 田中　均 市田裕輝 浜本裕次 宮本教雄 森　賢詞 溝江　聡 櫻谷昌功

平成23年 岸本　繁 植田真之介 徳田　明 高島弘信 三戸安行 小笠原忠範 外田武司 水谷勝宏 岡　秀人 西生　孝 澤邊拓也 竹村育生 杉岡　進 水谷義人 西村健司 高井敦史 高井敬市 浅尾俊司 名阪庄司 森　賢詞 保田和哉 櫻谷昌功

中谷　陽 松尾博幸 岩井公彦 飯田広光 相坂晴樹 村川政樹 ジョゼ
カルロス 竹村健太郎 岡　崇洋 南川　愉 三野　茂 和田芳夫 小川純一 山本　博 和田大輝 杉原博司 三田清治 坪倉尚志 宮本教雄 辻　嘉博 小森和幸 音羽　崇

平成24年 中谷　陽 松尾博幸 岩井公彦 角　直 三戸安行 満田隆司 尾下季夫 水谷勝宏 岡　崇洋 南川　愉 中西辰巳 竹村育生 田中佑典 山本　博 野崎　稔 山中幸夫 三田清治 浅尾俊司 福本芳信 辻　嘉博 保田和哉 音羽　崇

森口　覚 植田真之介 吉澤　淳 杉原信一 小田一磨 加藤明男 段野剛司 竹村健太郎 吉澤隆廣 野田政史 吉澤純二 和田芳夫 岡崎　孝 林　光彦 外池　満 北川晋太郎 福井尚史 坪倉尚志 西口和行 門坂　仁 小森和幸 松本哲也

平成25年 森口　覚 北西正樹 吉澤　淳 森口雄司 小田一磨 加藤明男 尾下季夫 松村雄輝 吉澤隆廣 野田政史 辻村浩昭 石橋重剛 元持　修 大谷龍矢 佃　光一 薮上　健 三田　武 水本哲也 福本芳信 門坂　仁 奥村豊和 松本哲也

三林資幸 上山知己 佐治広史 福井大輔 相坂晴樹 満田隆司 段野剛司 竹村将孝 岡　竜也 野田博行 市田和之 川上睦司 椋本　光 町田光司 松本茂樹 深井明宏 高井政志 佐々木勝也 西口和行 門谷拓茂 宮松成利 廣島良信

平成26年 三林資幸 上山知己 佐治広史 沢　和也 相坂晴樹 藤井裕樹 野崎　誠 松村雄輝 岡　竜也 野田博行 市田和之 石橋重剛 歯黒和樹 園部　到 山縣まゆ美 杉原茂希 三田　武 水本哲也 大西政和 門谷拓茂 宮松成利 廣島良信

吉澤光彦 北西正樹 徳田　明 池内昭男 赤沢翔太 斉藤由夫 鈴木亮太 竹村将孝 大槻哲也 西澤　誠 向井浩司 川上睦司 小林英一 清水裕二 福田文彦 竹田亮一 高井政志 佐々木勝也 柏原　浩 矢島耕平 小森健夫 浦山辰彦

平成27年 吉澤光彦 外池健太郎 徳田　明 堤由喜雄 赤沢翔太 藤井裕樹 野崎　誠 竹村克久 大槻哲也 西澤　誠 伊藤隆喜 朝日　新 田中宏明 中西和宏 町田和也 田中　均 寺田良隆 頓宮正洋 大西政和 矢島耕平 小森健夫 浦山辰彦

秦　真啓 矢野哲孝 尾崎真吾 高橋明善 門坂　和 斉藤由夫 鈴木亮太 竹村健太郎 岡　健吾 野田博行 樫野友一 奥村貞男 岡崎　孝 堀　祐二 矢島和夫 田引拓也 平山良和 若林　琢 柏原　浩 野瀬田尚徳 保田和哉 治武太志

平成28年 秦　真啓 矢野哲孝 尾崎真吾 山添　徹 門坂　和 北川康博 井原啓太 竹村克久 岡　健吾 野田博行 樫野友一 朝日　新 村井辰光 矢野元浩 麻生田学 小森浩司 寺田良隆 頓宮正洋 川島孝史 野瀬田尚徳 溝江由和 治武太志

奥村哲也 外池健太郎 森田康義 中西　修 相坂達也 片山良一 田中祐典 竹村健太郎 吉澤隆廣 西澤　賢 吉田悠人 奥村貞男 井上寛太郎 園部　到 大橋　光 山田淳史 高井　昇 若林　琢 宮崎博史 大洞新也 保田和哉 岡崎健志

平成29年 奥村哲也 木村広和 森田康義 瀬川正昭 相坂達也 北川康博 井原啓太 竹村将孝 吉澤隆廣 西澤　賢 澤邊拓也 尾林裕之 小林泰知 大岡庸匡 小澤直人 山田登志夫 安田諭司 溝脇義広 川島孝史 大洞新也 溝江由和 岡崎健志

矢野高嗣 若村彰治 伊藤学史 大野美穂 小田一磨 片山良一 田中祐典 福本翔平 岡　圭佑 吉永潤一 赤澤岳泰 村井　孝 上田恵一 大谷龍矢 岡崎　寛 杉原大貴 安田真悟 沢口和樹 宮崎博史 名坂邦之 奥村豊和 池内　淳
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日野公民館
改築20周年記念
20th

広報委員名簿：平成9年度～平成29年度

村井１区 村井２区 村井３区 村井４区 小井口 五月台 椿野台 寺尻 木津 日田 大窪１区 大窪２区 大窪３区 大窪４区 大窪５区 河原 松尾１区 松尾２区 松尾３区 上野田 大谷　 雇用促進 中道

平成  9年 山本一男 沢村嘉祐 吉澤節夫 元吉　宏 小田金治 武田繁男 児玉九州男 水谷勝宏 岡　俊雄 野田博行 山田彰一 安井幸志 池内新吾 外池　治 松本房江 田引静治 山口明一 山本和宏 尾林正明 池内美代子 小森　茂 市田ふみ子

平成10年 山本一男 澤村嘉祐 高尾　聡 杉村貞次郎 小田金治 中林利夫 尾下季夫 水谷勝宏 岡　俊夫 野田博行 森島一雄 安井幸志 元持　修 山本　博 町田絹子 田引静治 山口明一 山本和宏 正川洋和 野中理伸 小森　茂 小梶隆郎

平成11年 北川浩之 小西利哉 池内真知子 山田尚夫 相坂康子 中林利夫 尾下季夫 田中定文 岡　裕次 野田晃弘 森島一雄 岡　剛司 元持　修 山本　博 鈴木昌代 杉原やす美 山口明一 増田武司 正川洋和 野中理伸 小森茂昭 市田敦子

平成12年 北川浩之 小西利哉 徳田　明 南　憲治 相坂康子 北川高次 松本敏和 田中定文 岡　裕次 板倉正典 赤塚康子 岡　剛司 安井繁夫 山本　博 西村吉弘 深井美津江 安田寛次 増田武司 吉澤宏明 野中理伸 小森茂昭 岡田　茂

平成13年 青木　博 木村敏和 岡村洋子 立岡英夫 相坂千鶴子 北川高次 松本敏和 福本喜美代 岸和田加代子 板倉正典 赤塚康子 野西敏彦 安井繁夫 松村征夫 丸井文雄 深井里美 清水良枝 藤川敦子 吉澤宏明 野中理伸 小森淳子 河本永子

平成14年 嶋村　実 木村敏和 竹村勝巳 吉澤賢治 相坂千鶴子 上村　純 入江紀文 福本喜美代 岸和田加代子 西川明弘 谷　節子 野西敏彦 長崎一広 石井啓介 喜沢哲也 北川愛子 清水良枝 藤川敦子 高井　徹 野中理伸 小森淳子 市川寛子

平成15年 太田寛子 田中博信 山田良子 善積　保 中川竜也 上村　純 松本万宗志 福本喜美代 岸和田加代子 西川明弘 谷　節子 佐橋光郎 長崎一広 中井つね子 須口春巳 岡崎宏子 寺田弘次 岸和田良子 高井　徹 野中理伸 小森　茂 橋本正之

平成16年 太田寛子 田中博信 角 喜一郎 田中秋男 中川竜也 杉原誠一 古川勇二 福本喜美代 岸和田加代子 藤澤幸子 小谷信子 佐橋光郎 島田浩一郎 中井つね子 辻　明幸 増田美佐代 寺田弘次 岸和田良子 吉沢信宏 野中理伸 小森　茂 広田正子

平成17年 岸本　繁 井上正博 岡村菊宏 逢坂　修 佐橋洋子 杉原誠一 古川勇二 竹村まゆみ 岸和田ふみ子 篠村　幸 小谷信子 中澤　稔 島田浩一郎 中村恵子 井上鈴代 田中芳子 小林章子 市田美枝子 吉沢信宏 野中理伸 小林幸子 門脇　章 奥村　聡

平成18年 岸本　繁 井上正博 畝田鉄也 神脇丸美 小田金治 岩野展和 倉田主税 竹村まゆみ 岸和田ふみ子 野田冨士子 柏木智津子 中澤　稔 瀬川和子 中村恵子 森　典子 北川雅子 小林章子 市田美枝子 岡田　茂 中野久夫 小林幸子 柴田チヒロ 奥村　聡

平成19年 山本祐嗣 中田　穣 平林幸枝 吉村幸男 赤澤正夫 岩野展和 倉田主税 竹村智子 岸和田加代子 西川孝子 柏木智津子 奥村弘子 瀬川和子 今井幸子 木田幹人 深井寿代 寺田陽子 市田　進 岡田　茂 中野久夫 篠村くに惠 日夏恵美 町田啓司

平成20年 山本祐嗣 中田　穣 徳田美代子 岡本隆士 赤澤正夫 北川高次 西岡健介 竹村智子 岸和田加代子 吉永政子 伊藤由利子 奥村弘子 木村良和 今井幸子 堀　義司 増田美佐代 寺田陽子 市田　進 坂田浩和 川原幸喜生 篠村くに惠 竹村たつ代 町田啓司

平成21年 増田　淳 寺居昇治 瀬川艶子 佐野詔子 小田貴史 北川高次 西岡健介 福本喜美代 岸和田ふみ子 西澤昌子 伊藤由利子 古澤晃平 木村良和 堀　博子 石岡直大 杉原佳子 入谷絹子 川島康誉 坂田浩和 川原幸喜生 小森眞由美 沢田さつき 中井真也

平成22年 増田　淳 寺居昇治 堀田政範 田中英一 小田貴史 吉田恵治 濱岡　孝 福本喜美代 岸和田ふみ子 芝　清美 樫野友一 古澤晃平 長崎一広 堀　博子 福田敬一 山中智子 入谷絹子 川島康誉 一井三千子 野瀬田真弓 小森眞由美 下釜　勇 中井真也

平成23年 井上　清 倉本　忠 郷間美智子 井原　淳 小田真広 吉田恵治 濱岡　孝 竹村真澄 岸和田ふみ子 馬場雅子 樫野友一 本道淑子 長崎一広 藤川宣子 福本智也 杉原やす美 山口有美 和田浩一 一井三千子 山本　寛 溝江直美 竹下典男

平成24年 井上　清 倉本　忠 角喜一郎 青木重樹 小田真広 北村　太 大西　豊 （免除） （免除） 高城里子 伊豆島伸一 本道淑子 井上博和 藤川宣子 松本寛三 杉原昌代 山口有美 和田浩一 伊東宗治 山本　寛 （免除） 竹下典男

平成25年 山本忠夫 筒井孝一 徳田　明 西沢雅裕 相坂達也 北村　太 大西　豊 （免除） （免除） 南川陽子 伊豆島伸一 青山　修 井上みどり 岡　良久 安井一彦 杉原浩子 安田玲子 溝脇義広 伊東宗治 瀧 みさお （免除） 服部純司

平成26年 山本忠夫 筒井孝一 吉澤　淳 関本寿奈夫 相坂達也 田中　忍 間瀬克彦 （免除） （免除） 野田さとこ 三野　茂 青山　修 福地啓恭 岡　良久 立木力一郎 西澤佐枝 安田玲子 溝脇義広 西澤武史 瀧 みさお （免除） 服部純司

平成27年 伊藤善行 村井宏臣 吉澤照子 小杉守一 中川竜也 田中　忍 木村正祝 （免除） （免除） 篠村和子 三野　茂 池田信一 福地啓恭 矢野孝子 堀　義司 奥村めぐみ 安田寛次 高井正人 西澤武史 奥　幸子 （免除） 小倉邦生

平成28年 伊藤善行 村井宏臣 谷口和也 藤田繁夫 中川竜也 西村智恵子 山元栄治 （免除） （免除） 西川　縁 吉澤純二 池田信一 高井敦夫 矢野孝子 岡崎　寛 小田祥子 安田寛次 高井正人 中野恵子 奥　幸子 （免除） 小倉邦生

平成29年 村井康雄 寺居優作 瀬川艶子 木瀬君博 佐橋大樹 西村智恵子 山元栄治 （免除） （免除） 西澤昌子 吉澤純二 菅原あかね 高井敦夫 山本栄美子 川瀬芳敬 小森麻理子 菊地　一 市田裕規 中野恵子 川東　満 （免除） 西村幸雄

世帯数により免除の区があります
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運営委員名簿：平成9年度～平成18年度

町議会議員 学識経験者 区長会連絡協議会 監査
委員　 実行委員代表 日野小

PTA
日野小
校長 社会教育 老人会 婦人会 人権

推進 青年団 企画委員 体育
委員

文化
委員

広報
委員

平成  
9年

安田充男 松岡千鶴子 岡 弘太郎 奥村嘉三 平山敏夫 木田正六 大塚真二 瀬川利三郎 岡 永治郎 服部良昭 櫻井和夫 関本正彦 川瀬健司 井上　清 芝　雅宏 池本秀一 池内美代子 羽野　孝 西村みつみ 相坂創志

平成
10年

安田充男 松岡千鶴子 岡 弘太郎 奥村嘉三 平山敏夫 木田正六 大塚真二 瀬川利三郎 岡 永治郎 服部良昭 三田英男 竹村孝一 井上　清 羽野攝二 浦田武生 竹村正司 野田博行 榎　和伸 羽野　孝 岸和田加代子 相坂創志

平成
11年

岡 弘太郎 奥村嘉三 平山敏夫 木田正六 大塚真二 竹村眞次 矢島孝男 寺本孝二 奥村　巌 山口泰宏 井上　清 岸和田加代子 野田伊三郎 樫野啓子 相坂創志 谷　隆史 外池多津彦 岡　　勇 吉澤孝明 野中理伸

平成
12年

岡 弘太郎 奥村嘉三 平山敏夫 木田正六 大塚真二 竹村眞次 矢島孝男 吉沢孝治 横関正康 外池隆也 井上　清 岸和田加代子 野田伊三郎 高田しげ子 関本正彦 相坂創志 外池多津彦 内田信夫 岡　賢一 寺居昇治 山本　博

平成
13年

岡 弘太郎 奥村嘉三 平山敏夫 竹村眞次 安田充男 市田美枝子 矢島孝男 福井義治 谷口忠臣 北浦　操 井上　清 岸和田加代子 外池泰造 尾崎文子 関本正彦 相坂創志 内田信夫 竹村孝幸 野口英紀 福本喜美代

平成
14年

岡 弘太郎 奥村嘉三 平山敏夫 竹村眞次 安田充男 関本正彦 市田美枝子 矢島孝男 竹村与三松 今井隆雄 喜澤宏之 井上　清 岸和田加代子 外池泰造 奥井悦子 寺本孝二 相坂創志 榎　和伸 北川年一 栗田眞知子 木村敏和

平成
15年

奥村嘉三 平山敏夫 安田充男 関本正彦 竹村眞次 市田美枝子 矢島孝男 今井隆雄 中田　穣 岡 弘太郎 井上　清 岸和田加代子 野西正孝 外池良子 寺本孝二 大野修弘 外池多津彦 岡　吉美 上村　純

平成
16年

奥村嘉三 平山敏夫 安田充男 関本正彦 竹村眞次 市田美枝子 矢島孝男 今井隆雄 中田　穣 岡 弘太郎 井上　清 岸和田加代子 野西正孝 高井光子 森　晃一 相坂佐千男 外池多津彦 小林尚司 田中博信

平成
17年

奥村嘉三 平山敏夫 安田充男 関本正彦 森　晃一 岸和田加代子 池内美代子 矢島孝男 井上　清 野田修一 中北慎治 岡 弘太郎 会長
坂田義治 三添長一郎 高田しげ子 神谷辰男 町田絹子 今井隆雄 山田人志 倉本　明 柏木智津子 古川勇二

平成
18年

奥村嘉三 平山敏夫 安田充男 関本正彦 森　晃一 岸和田加代子 池内美代子 矢島孝男 井上　清 中北慎治 奥村晴男 野杉康弘 岡 弘太郎 小林尚司 三添長一郎 高田しげ子 神谷辰男 町田絹子 今井隆雄 山田人志 谷　隆史 杉原やす美 中澤　稔



4848 49

日野公民館
改築20周年記念
20th

運営委員名簿：平成19年度～平成29年度

学識経験者 スポーツ
推進委員

日野小
校長 老人会 婦人会 企画委員 体育委員 文化委員 広報委員 サークル連絡

協議会代表

平成
19年

矢島孝男 小林和宏 西田三枝子 野崎正樹 島村　陽 外池多津彦 島田浩一郎 赤沢貴之 大野武俊 倉本仁美 中田　穣 西川孝子 関本正彦 山本富美子

平成
20年

矢島孝男 小林和宏 西田三枝子 中田　穣 谷　隆史 野田晃弘 池内美代子 山本富美子 青山　修 寺田宗造 木村郁夫 市田和之 吉澤宏明 吉川　保 小森さとみ 岸和田加代子 市田　進 関本正彦

平成
21年

矢島孝男 谷　隆史 野田晃弘 小森一博 西田三枝子 池内美代子 小林和宏 山本富美子 中田　穣 今宿綾子 山口泰宏 杉原大貴 吉澤光彦 深尾哲男 吉澤宏明 吉澤松美 松尾大介 福本喜美代 石岡直大 関本正彦

平成
22年

矢島孝男 谷　隆史 野田晃弘 関本正彦 西田三枝子 池内美代子 小林和宏 山本富美子 小森一博 中田　穣 福本修一 竹村正司 今宿綾子 木村郁夫 岡　隆一 小窪善和 沢　滋雄 石井健一 川瀬健司 竹村直美 川島康誉 堀　博子

平成
23年

矢島孝男 谷　隆史 野田晃弘 関本正彦 西田三枝子 池内美代子 竹村正司 木村郁夫 中村保文 山本富美子 小森一博 福本修一 今宿綾子 岡　賢一 佐治広史 山本　　博 徳田　　明 相坂晴樹 福田一行 遠藤鉄夫 長崎一広 一井三千子

平成
24年

矢島孝男 谷　隆史 野田晃弘 関本正彦 西田三枝子 池内美代子 竹村正司 木村郁夫 中村保文 山本富美子 小森一博 福本修一 西村直也 吉田善子 北川昌美 西村泰郎 加納和美 吉澤光彦 福本江身子 中谷　　陽 南川　愉 水谷勝宏 岡　賢一 井上正博 井上　清 竹下典男

平成
25年

矢島孝男 谷　隆史 野田晃弘 関本正彦 西田三枝子 池内美代子 山本富美子 木村郁夫 大橋　光 西村直也 吉田善子 北川昌美 小森廣茂 中西佳子 浦田武生 相坂政子 森口雄司 町田光司 松本哲也 岡　賢一 岸和田剛司 伊豆島伸一 安井一彦

平成
26年

矢島孝男 谷　隆史 野田晃弘 関本正彦 西田三枝子 池内美代子 山本富美子 木村郁夫 大橋　光 今堀寛之 吉田善子 北川昌美 栗田眞知子 中川繁男 岸和田加代子 宮松成利 竹村将孝 杉原茂希 平林哲男 福岡滋雄 山本忠夫 筒井孝一

平成
27年

矢島孝男 谷　隆史 池内美代子 山本富美子 関本正彦 木村郁夫 岡　賢一 吉沢芳雄 大橋　光 高井儀浩 瀧井恭子 今堀寛之 吉田善子 北川昌美 伊藤勝美 西村みつみ 外池多津彦 山縣まゆ美 吉澤光彦 頓宮正洋 朝日　新 温井健之 久木哲哉 三野　茂 西澤武史

平成
28年

矢島孝男 谷　隆史 池内美代子 山本富美子 関本正彦 木村郁夫 岡　賢一 吉沢芳雄 大橋　光 高井儀浩 瀧井恭子 今堀寛之 吉田善子 安田寛次 伊藤勝美 北川愛子 奥田秀吉 神脇丸美 樫野友一 治武太志 野瀬田尚徳 三田　克 清水和人 村井宏臣 安田寛次

平成
29年

谷　隆史 矢島孝男 池内美代子 山本富美子 吉沢芳雄 木村郁夫 岡　賢一 大橋　　光 高井儀浩 瀧井恭子 今堀寛之 吉田善子 安田寛次 皆川重一 高井光子 神脇丸美 竹村育生 井原啓太 伊藤学史 安田諭司 門　克昌 井上　清 山元栄治 高井敦夫
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体育事業成績：平成9年度～平成29年度　

ビーチボール大会　　　　　　　　区対抗野球大会 町民運動会
総合優勝

町民運動会　　　　　    
総合準優勝

町民運動会
総合第三位

平成  9年
優勝　　　　　　　

大窪３区B
準優勝　　　　     

村井３区A
優勝　　　　　　　

村井１区
準優勝　　　　　　　

大窪５区
村井３区 木津 上野田

平成10年
優勝　　　　　　　

上野田A
準優勝　　　　     

大窪３区B
優勝　　　　　　　

五月台
準優勝　　　　　　　
上野田

村井３区 河原 大窪５区

平成11年
優勝　　　　　　　

上野田B
準優勝　　　　     

村井３区B
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　

雇用促進
村井３区 松尾２区 大谷

平成12年
優勝　　　　　　　

上野田A
準優勝　　　　     
上野田B

優勝　　　　　　　
上野田

準優勝　　　　　　　
大窪５区

村井３区 木津 上野田

平成13年
優勝　　　　　　　

上野田A
準優勝　　　　      

村井３区B
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　
五月台

村井３区 松尾３区 大窪２区

平成14年
優勝　　　　　　　

五月台
準優勝　　　　      
椿野台

優勝　　　　　　　
五月台

準優勝　　　　　　　
村井４区

村井３区 河原 大窪１区

平成15年
優勝　　　　　　　

村井３区A
準優勝　　　　      
五月台

優勝　　　　　　　
上野田

準優勝　　　　　　　
大窪１区

上野田 村井２区 村井３区

平成16年
（※1）

五月台A
（※1）

椿野台
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　

松尾２区
雨の為、途中で中止

平成17年
（※1）

松尾３区
（※1）

上野田B
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　

村井４区
村井２区 大窪１区 松尾２区

平成18年
（※1）

村井３区
（※1）

村井１区C
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　
中道

上野田 村井３区 河原

平成19年
（※1）

村井３区
（※1）

村井２区本町
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　

松尾１区
村井２区 村井３区 村井４区

平成20年
（※1）

村井３区
（※1）

村井２区A
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　
松尾1区

雨の為午後の部中止　　
松尾１区

雨の為午後の部中止　　
大窪２区

雨の為午後の部中止　　
河原

平成21年
（※1）

村井３区
（※1）

河原
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　
中道

上野田 村井１区 松尾２区

平成22年
（※1）

上野田A
（※1）

上野田B
優勝　　　　　　　

上野田
準優勝　　　　　　　

大窪１区
雨の為午後の部中止

村井２区
雨の為午後の部中止

大窪２区
雨の為午後の部中止

上野田

平成23年
（※1）

村井３区
（※1）

上野田S・P
（※2）

五月台
（※2）

大窪１区
村井２区 村井１区 大谷

平成24年
（※1）

村井３区（尾崎組）
（※1）

村井３区（まっつん）
（※2）

五月台
（※2）

松尾３区
大谷 村井３区 大窪２区

平成25年
（※1）

村井３区
（※1）

村井２区B
（※2）

五月台
（※2）

大窪１区
村井２区 松尾３区 村井３区

平成26年
（※1）

村井３区
（※1）

河原
（※3）

上野田
（※3）

中道
第57回町民運動会　台風の影響で中止

平成27年
（※1）

上野田（白組）
（※1）

村井１区A
（※4）

上野田
（※1）

大窪１区
大窪１区 準優勝　椿野台・寺尻・中道

平成28年
（※1）

村井３区（ながしま）
（※1）

河原B
（※4）

松尾３区
（※4）

中道
木津 村井２区 大窪４区

平成29年
綿向き杯優勝　上野田A
石楠花杯優勝　上野田B
氏郷杯優勝　村井２区A

（※4）

上野田
（※4）

松尾３区
大窪5区 河原 村井4区

（※1）平成16年度から平成28年度は館長杯、委員長杯を開催	 （※3）平成26年度は委員長杯を開催
（※2）平成23年度から平成25年度は館長杯、委員長杯を開催	 （※4）平成27年度から平成29年度は館長杯を開催
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