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令和 2年度 新執行部の紹介 

「ふれあい」を大切に  

 

過日、開催された第50回定例総会において、昨年に続き町

内会長に選出された9班の吉田です。若輩者ですが、1年間お

世話になります。 

さて、わが面影1丁目町内会も、先輩方のご尽力により、

今年で50周年を迎えることとなりました。 

私も縁あって面影1丁目に移り住んで、早いもので２０年

が経ちました。しかしながら、当時と比べると世帯数も減り、

益々、少子高齢化の波が押し寄せてきています。 

全国的な流れとして、いかんともし難いことなのかもしれ

ませんが、地域の人と人との「ふれあい」を大切にして、執

行部・役員を中心に、今年1年頑張って参ります。 

皆様方のより一層のご協力をお願いいたします。 

 

町内会長 吉田 典夫 

1月12日(日)、第50回面影1丁目町

内会定例総会が開催されました。  

吉田会長の挨拶のあと、6班の霜

村氏を議長に選出し議事は進めら

れ、令和元年度の事業報告、決算報

告及び会計監査報告が、執行部の原

案どおり可決承認されました。 

次いで、令和2年度の事業計画及

び予算案について審議され、執行部

の原案どおり可決承認されました。 

最後に執行部の役員改選が行わ

れ、「面影1丁目町内会規約」により

選出された9班の吉田氏が、新年度

の町内会長に再任され、総会を終了

しました。 

★  定例総会の報告 ★ 

力を合わせてがんばります。 



※敬称略  

 

会長委嘱専門部 

令和 2 年 2 月 1 日現在 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

期日 ５月１０日（日） 

場所 面影小学校 

 

 

 

  執行部・会・顧問            班長及び専門部員 

役 職 名 氏  名 班  班 戸数 班 長 専門部員 所属（●は部長） 

会 長 吉田 典夫 9  1 11 谷口 知由 下田ひとみ ●環境衛生部 

副会長 中野 克彰 19  2 20 池本 恵奈 細川美紀代 ●社会福祉部 

副会長 澤田 伸二 6  3 22 水村 良水 岩崎 正美 総務部 

副会長（女性） 井上あけみ 20  4 21 隠岐 利幸 下田 耕史 社会福祉部 

会 計 小崎  宏 5  5 21 谷口 純一 中尾 尊洋 総務部 

公民館管理者 松田奈奈子 6  6 24 霜村 俊文 中澤 佳孝 環境衛生部 

監事 会見 勝利 1  7 9 竹内 拓人 澤達夫（石飛） 総務部 

監事 前川 田鶴 3  8 14 松島 竹則 南 利秋 体育部 

明朗会会長 谷口 大和 20  9 10 大谷 恵子 長谷 昌俊 体育部 

子ども会会長 繁延 由佳 13  11 7 大下美代子 松本 直美 防災交通部 

顧 問 長岡  勉 20  12 4 若林 友久 斉藤  實 環境衛生部 

   13 14 西原 康彦 加藤 智恵 社会福祉部 

 15 6 杉山 正子 青柴 哲男 環境衛生部 

 16 8 白土 初子 中村千恵美 防災交通部 

 17 25 村田元次郎 西村勝次郎 防災交通部 

 19 32 前嶋 一正 小林 昭弘 社会福祉部 

 20 30 坂本 佑馬 石場 佳織 防災交通部 

2 久林  稔 ●総務部 20 堀家 和美 ●防災交通部 

13 中島 秀吉 ●体育部 3 上治 美恵 公民館専門員 

 

ご協力お願い

します。 

1月 12日（日）、塩釜神社前の広場で正

月のしめ飾りなどを燃やす「とんど祭り」

がにぎやかに行なわれました。 

当日は、天候に恵まれ冬時期には珍し

い青空模様で、訪れた住民約 200 名が、

勢いよく燃え盛る炎を見つめ、今年１年

の無病息災や家内安全を祈っていまし

た。 

令和 2 年度の明朗会総会が、面影 1

丁目公民館において行われ、会員 44

名が出席しました。 

岩城会長の挨拶のあと､議事に入り､ 

令和元年度事業報告及び決算報告、令

和 2 年度の事業計画及び予算案など、

全ての議事が可決承認されました。 

最後に役員改正も行われ、新会長に

20 班の谷口氏が選出されました。 

令和 2年度 明朗会総会 

1/26（日） 面影 1丁目公民館 

今年も下記の日程にて、

第 15 回面影地区体育祭が

行われます。 

 

1年間よろしくお願いします。 

令和 2年  とんど祭り 

1/12（日） 塩釜神社前広場 

体育部より 

お知らせ 

面影体育祭 

面影地区運動会 

卓球 　3/22（日） 地区公民館

バレーボール 　4/19（日） 小学校

ペタンク 　5/31（日） 小学校

ソフトバレー 　7/19（日） 地区公民館

ソフトボール 　8/23（日） 中学校

バドミントン 11/15（日） 地区公民館


