
令和4年6月30日現在

役　職 氏　　　　名 選　出　区　分 所　　　　属

1 理　事 柴　森　孝　夫 支部社協 下妻支部

2 理　事 入　江　昭　一 支部社協 大宝支部

3 理　事 中　山　勝　美 支部社協 騰波ノ江支部

4 理　事 塚　越　　　徳 支部社協 上妻支部

5 理　事 齊　藤　森　一 支部社協 総上支部

6 理　事 国府田　勝　雄 支部社協 豊加美支部

7 理　事 平　石　文　男 支部社協 高道祖支部

8 理　事 髙　橋　節　雄 支部社協 千代川支部

9
理　事

（副会長）
坂　野　　　徹 各界機関・団体 民生委員児童委員協議会

10 理　事 中　山　真知子 各界機関・団体 ボランティア活動団体

11 理　事 猪　瀬　憲　一 各界機関・団体 地域代表

12 理　事 服　部　佳　子 各界機関・団体 身体障害者福祉協会

13
理　事

（副会長）
粟　野　新　也 各界機関・団体 自治区長連合会

14 理　事 山　中　祐　子 各界機関・団体 市議会文教厚生委員会

15
理　事

（会　長）
菊　池　　　博 各界機関・団体 行政機関

16 理　事 森　　　陽　子 各界機関・団体 行政機関

17 理　事 藏　持　　　薫 各界機関・団体 元福祉センター施設長

18 理　事 折　原　嘉　行 各界機関・団体 社協事務局（常務理事）

19 監　事 大　月　忠　夫
財産管理及び社会福祉
事業に識見を有する者 元行政機関

20 監　事 柳　橋　正　晴
財産管理及び社会福祉
事業に識見を有する者 元行政機関

社会福祉法人　下妻市社会福祉協議会　理事・監事名簿

　任期（自）令和３年６月２９日　（至）令和５年度の定時評議員会終結の時まで

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和4年6月18日現在

役職 氏　　　　名 選　出　区　分 所　　　　属

1 評議員 塚　原　　　明 地域代表 下妻地区代表

2 評議員 吉　川　寛　通 地域代表 下妻地区代表

3 評議員 宮　本　茂　男 地域代表 大宝地区代表

4 評議員 横　瀬　靖　彦 地域代表 大宝地区代表

5 評議員 冨　岡　　　博 地域代表 騰波ノ江地区代表

6 評議員 中　山　晃　市 地域代表 騰波ノ江地区代表

7 評議員 髙　橋　浩　之 地域代表 上妻地区代表

8 評議員 松　浦　節　子 地域代表 上妻地区代表

9 評議員 飯　塚　誠　一 地域代表 総上地区代表

10 評議員 野　村　　　操 地域代表 総上地区代表

11 評議員 宮　田　一　男 地域代表 豊加美地区代表

12 評議員 野　中　周　一 地域代表 豊加美地区代表

13 評議員 長谷川　　　忠 地域代表 高道祖地区代表

14 評議員 髙　橋　誠　二 地域代表 高道祖地区代表

15 評議員 山野辺　正　一 地域代表 大形地区代表

16 評議員 飯　島　順　一 地域代表 大形地区代表

17 評議員 中久喜　一　之 地域代表 蚕飼地区代表

18 評議員 青　柳　　　守 地域代表 蚕飼地区代表

19 評議員 鈴　木　静　夫 地域代表 宗道地区代表

20 評議員 齊　藤　修　一 地域代表 宗道地区代表

21 評議員 矢　中　守　高 各界機関・団体 民生委員・下妻地区

22 評議員 野　村　　　守 各界機関・団体 民生委員・大宝地区

23 評議員 斉　藤　敏　雄 各界機関・団体 民生委員・騰波ノ江地区

24 評議員 中　村　まさ子 各界機関・団体 民生委員・上妻地区

25 評議員 板　橋　　　勇 各界機関・団体 民生委員・総上地区

26 評議員 飯　塚　忠　博 各界機関・団体 民生委員・豊加美地区

27 評議員 松　﨑　　　茂 各界機関・団体 民生委員・高道祖地区

28 評議員 渡　辺　敏　夫 各界機関・団体 民生委員・大形地区

29 評議員 鈴　木　　　博 各界機関・団体 民生委員・宗道　蚕飼地区

30 評議員 中　島　栄　子 各界機関・団体 民生委員・宗道　蚕飼地区

31 評議員 栗　原　キ　ヨ 各界機関・団体 女性団体連絡会代表

32 評議員 青　木　明　美 各界機関・団体 教育関係団体

33 評議員 舘　野　仁　志 各界機関・団体 下妻保育協会代表

34 評議員 酒　寄　三枝子 各界機関・団体 子育てひろば代表

35 評議員 鈴　木　　　清 各界機関・団体 老人クラブ連合会代表

36 評議員 中　岫　正　明 各界機関・団体 真壁医師会下妻支部

37 評議員 新　海　　　大 各界機関・団体 特別養護老人ホーム愛宕園

38 評議員 大　月　詮　雄 各界機関・団体 元下妻市議会議員

社会福祉法人　下妻市社会福祉協議会　評議員名簿

任期　（自）令和３年６月２９日　（至）令和７年度の定時評議員会終結の時まで

 


