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Ⅰ はじめに 
 

西区まるごと博物館推進会とは・・・ 

区内の自然，歴史，文化，景観，活動団体などの様々な有形・無形の地域資源を

「西区の宝」と位置づけ，地域と行政の共働により保存・育成し，回遊性を持たせ

て一体的に「展示」することを通じて，魅力的で個性的なまちづくりを行っていこ

うと考えています。 

  

 

 

 西区まるごと博物館の趣旨に賛同した市民が集まり結成されたボランティア団体

西区まるごと博物館推進会（以下「推進会」という。）では，平成１７年８月から，

西区役所と共働でこの推進に取り組んでいます。現在，約60名のメンバーが活動

しています。 

 

 推進会は，「企画・広報部会」「自然部会」 

「歴史部会」「文化部会」の４つの部会に分かれ， 

役割を分担しながら活動しています。 

 各部会の会議を行うほか，運営会議 

（会長，副会長，役員，各部会の代表者による会議） 

や全体会議（メンバー全員による話し合い）を開催し 

ます。 

  

 

推進会では，「西区の宝」を楽しんでいただけるようなイベントを多数

開催するほか，ホームページなどを利用して西区の宝に関する情報を発信

したり，「西区の宝認定・登録制度」による宝の掘り起こしなどを行って

います。 

  

イベントの開催等に当たりましては，地域のみなさんをはじめ，多くの

個人，団体，企業の方々の御支援・御協力をいただきました。みなさんへ

の感謝の気持ちを込め，今年の活動報告をさせていただきます。 

  

また，今年の取組みを振り返り今後の活動に役立てるため，さらには，

西区まるごと博物館の取り組みを広く知っていただくため，本報告書を作

成します。 
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年間事業一覧 

Ⅱ 開催イベントについて 

日付 平成26年度 事業一覧 参加者数 

4/13 自然を楽しむウォーキング 雨天中止 

5/3,4 西区どんたくPRブース出展 会員の活動 

5/18 伊都祭出展 207人 

5/24 九大生西区まるごと案内バスツアー 26人 

5/25 古代の山城跡・史跡めぐり縦走 23人 

6/14 親子手作り教室・ランタン作り 24人 

7/12 知ってとくする!！西区歴史講座（第1回）    59人 

7/13 能古島ウォーキング 雨天中止 

7/27 玄界島で楽しもう 124人 

8/16 海を楽しもうin小戸ヨットハーバー 63人 

8/24 ハワイアンフェスティバルin小戸公園 雨天中止 

9/24 秋のゆったりクルージング 雨天中止 

9/28 西区まるごと博物館in姪浜中央公園2014 約5,000人 

10/19 灘山登山と今津人形芝居を楽しもう 15人 

11/9 福岡マラソン2014応援 会員の活動 

11/22 クリスマスツリー作り 10人 

11/29 知ってとくする!！西区歴史講座（第2回）    37人 

12/6 シロウオ学入門講座 23人 

3/21 知ってとくする!！西区歴史講座（第３回） 29人 

3/21,22 アラカンフェスタPRブース出展 会員の活動 
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■日時： 平成２６年９月２８日（日） １０時００分～１５時００分  

■場所： 姪浜中央公園，九州電力西営業所１階 

■主催： 西区まるごと博物館推進会 

■共催： 西区役所 

■来場者数： 約５，０００人 

■主な催し： 

（１）体験型イベント 

  ① 親子手づくり教室 

         （ぽんぽん船等） 

  ② 勾玉づくり  

（２）まるごとステージ  

（３）展示コーナー 

  ① 西区の自然物語パネル展 

  ② 西区歴史よかとこ案内パネル展 

  ③ 唐津街道姪浜パネル展 

（４）その他 

  ① お宝探しスタンプラリー＆大抽選会  

  ② 物販・飲食コーナー 

  ③ 消防車展示  

１．西区まるごと博物館in姪浜中央公園２０１４ 

 西区まるごと博物館推進会の取組みのひとつとして，西区の宝を会場に一堂に集め，

自然や歴史・文化の魅力，豊かな産物などの「宝」に気軽に触れて楽しんでいただくイ

ベントを開催しており，この度，第１０回「西区まるごと博物館ｉｎ姪浜中央公園

201４」を開催しました。 
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西区まるごと博物館スタッフ 

福岡大学ボランティアスタッフ 

年　月 会　場

第1回 平成18年3月 小戸公園

第2回 平成18年11月 学研都市

第3回 平成19年10月 橋本

第4回 平成20年10月 小戸公園

第5回 平成21年9月 小戸ヨットハーバー

第6回 平成22年9月 さいとぴあ

第7回 平成23年10月 姪浜中央公園

第8回 平成24年9月 姪浜中央公園

第9回 平成25年9月 姪浜中央公園

■過去の開催状況： 



ポンポン船は男の子，バードペインティングは女の子に人気がありました。 
いずれもカラフルな世界に1つだけの物が出来上がり喜んでいました。 
暑さの中で孫の作ったポンポン船を見つめる，嬉しそうなおじいさんの姿
が印象に残りました。 

（１） 体験型イベント 

① 親子手づくり教室（ぽんぽん船等） 
  参加者数： 合計９６組   参加費（材料代）：３００円 

 ○ 材料と道具を配布し，まるごと博物館推進会のメンバーが指導しながら，親子でものづ 

  くりを楽しんでもらいました。 

② 勾玉づくり 
  参加者数：57組   参加費（材料代）：３００円 

 ○ 石を勾玉の形に削って，ネックレスを作りました。 

 

好天にめぐまれ，たくさんの子供さんや親子連れが参加して，それぞれ自
分だけの自慢のお宝，勾玉を作りました。 
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バードペインティング↑→ 

←↓ポンポン船 

勾玉づくり 



（２） まるごとステージ 
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 ↑青龍太鼓        ↑大正琴 花みずき 

   (西区の宝)         (西区の宝) 

 ↑今津人形芝居保存会    ↑創作和太鼓の会 花鼓周 

  (西区の宝)          (西区の宝) 

  ↑元岡民芸保存会(獅子舞) (西区の宝)      ↑がちまやぁさんしんサークル 

 ←いとゴン 

 （糸島から 

 の交流参加） 

 ←黒田武将隊 

    & 

  ふくおか官兵衛 

      くん→ 

ステージ出演は，文化の宝認定団体を中心
に１３団体の出演がありました。 
運営面では，福岡大学学生ボランティアが
協力してくれて多いに助かりました。今回
「ふくおか官兵衛くん」や「いとゴン」な
ど，ゆるキャラの出演により，ステージが
賑やかになって大いに盛り上りました。 



（３） 展示コーナー 

① 西区の自然物語パネル展 

② 西区歴史よかとこ案内パネル展 

③ 唐津街道姪浜パネル展 
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説明する案内人が不足してしまっ
たため，案内希望のコーナーを
作ってその方だけを案内した方が
良かったかも？ 
参加者は西区の自然の多様性に大
変感心されていました。 
 

たくさんのお客様が来場して
にぎわいました。 

西区歴史よかとこ案内人８名
の方々が各パートに分かれて
質問に対応して下さいました。 

お客様から「近くに住んでい
ますが，こんなに多くの史跡
があるのを知りませんでした。 

説明が良かったので勉強にな
りました。」という声があり
ました。 

当日は天気が良かったことと，ス
タンプラリ－のポイントになって
いたこともあり，沢山の方々がパ
ネル展見学に来られました。唐津
街道沿いの伝統ある町家や町並み，
寺社等の素晴らしい景観を見られ，
姪浜にはこんなにたくさんの魅力
スポットが存在していたのかと感
心を持たれた方々が多かった様で
す。 

 



（４） その他のイベント 
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① お宝探しスタンプラリー＆大抽選会 
  
 参加者数：約１,０００人 

○ 会場内を廻って，スタンプを３つ集めたら，抽選会に参加できます。 

○ 協賛企業よりたくさんの豪華な景品をいただき，多くの方が抽選会に参加していました。 

② 物販・飲食コーナー 
  
○ 地元の産物を販売するお店が２店，地域の活動団体など１８店，福祉作業所や障がい 

 者授産施設などの手づくり製品・食品を販売する店が９店。合計２９店が出店し， 

 会場を賑やかにしてくれました。 

③ 消防車展示 
  
○ 姪浜消防分団のご協力で，会場 

    の安全確保を兼ねて，九州電力 

    西営業所玄関前で消防車の展示 

    を行いました。 

    消防車や消防団員との記念撮影 

    も好評でした。 

 

あちこちで行
列がたくさん
でき，完売店

続出!! 
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出店団体 

当日は好天に恵まれ残暑が厳しかったにも関わらず，出店団体，
ステージ出演者，各種団体のご協力のもと，大盛況のうちに終
了しました。 

ご来場いただきましたみなさま，ありがとうございました。 

  出店団体 主な内容 

1 姪友会 弁当，お米，蒲鉾，トウモロコシ，焼いか，サザエ等 

2 唐津街道姪浜まちづくり協議会 ボタ山カレー，ヤキソバ 

3 
地域活動支援センター 
風花福祉作業所 

手芸品，駄菓子おもちゃ，まな板 

4 いきいき工房 焼き菓子，ヨーヨー，自主製品 

5 福岡市西区社会福祉協議会 福祉体験コーナー（点字体験，福祉クイズ） 

6 福岡市青少年団体指導者協会 西区 スライム，紙ロケット，風船サッカーボール等販売（手作り作品） 

7 レストラン ゆずのき 手作りカレー，ハンバーグ弁当，からあげ弁当，焼きそば  

8 ひまわり園 菓子パン，クッキー，手芸品，木工品，陶芸品等 

9 
障がい福祉サービス事業所 
わくわくランド 

押しピン，マグネット，アメリカンフラワー，ペンケース等 

10 ひた生活領事館イン福岡 日田の特産品販売（椎茸，きのこカレー他） 

11 社会福祉法人至情会 碧園 わたがし，山菜おこわ，鶏の唐揚，野菜，漬物，碧王茶（王は○囲み）等 

12 地域活動支援センター 太陽・M そばがらマクラ，手作り小物，ボタンゴム等 

13 とわ・え・もあ 焼き菓子，発泡酒，ノンアルコールビール，オニオンスープ等 

14 おばちゃん屋 焼きそば，たこ焼，回転焼 

15 インド料理 サプナ インドカレー，ナン，ナンサンド，タンドリーチキン，サモサ 

16 美の松露 美の松露，ポストカード，オリジナルハンカチ，松ぼっくり等 

17 シュテファン 焼きソーセージ，生ビール 

18 
市民緑化活動グループ  
わたしの木 

植物の販売 竹細工の販売 

19 
３９ふぁ～む 
（こども未来局青少年健全育成課） 

農作物，加工品販売 

20 福岡応急手当て普及の会 救急蘇生法（胸骨圧迫）とAEDの使い方についての展示と指導 

21 姪浜大通りフラワーボランティア 花とみどりのまちづくりのPR，花苗等の無料配付，園芸相談 

22 
障がい福祉サービス事業所 
サンハウス 

チョコバナナ 

23 あかり作業所 きなこ，いり大豆，リサイクル固形石けん，コーヒー，黒砂糖等 

24 ビミナン インド料理 

25 小呂島しまづくり協議会 ブリの焼きほぐし（ビン詰め），干物（惣菜） 

26 環境たくみの会 
エコものづくりワークショップ 
小物販売 

27 
姪浜商店街の女将さんを応援する会 
「あこめっこ」 

削り節，みそメロンパン，食べる黒酢，レモンケーキ等 

28 
西区食生活改善推進員協議会（西区
健康課） 

西区食生活改善推進員協議会のPR 
パンケーキの試食等 

29 福岡市家庭動物啓発センター 犬猫の飼い方まちがいさがし，マイクロチップの読み取り等 



（５） ご協力・ご協賛一覧 
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（６） 広報など／関連記事 

市政だより 
（西区版）  
平成２６年９月 
1５日号 
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公民館だより 
平成２６年９月号 



（６） 広報など／事前告知用ポスター 
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（６） 広報など／パンフレット 
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（６） 広報など／お宝探しウォークラリー台紙 
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（６） 広報など／ 

平成26年９月29日（月）
西日本新聞  朝刊 

平成26年10月18日
（月） 
読売新聞西かわらばん 
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２．自然を楽しむウオーキング（自然部会主催） ※残念ながら雨天のため中止となりました 

・開催予定日  平成２６年４月13日（日） 
・参加人数   － 

３．九大生西区まるごと案内バスツアー（自然部会主催） 

・ 開催日  平成２６年５月２４日（土） 

・ 参加人数 ２６人 

九大生と５カ国以上の国から来られた留学生に，二見ヶ浦や毘
沙門山，元寇防塁などの自然や歴史の宝をバスで案内しました。
参加者は，西区のたくさんの魅力に触れながら留学生間の交流
が図られたことに満足していました。 
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【昨年度の様子】 

前々日からの天候悪化により，今回は残念ながら中止となりました。 
中止の連絡をする際に，電話の向こうでは残念そうな声ばかりでした。 

今年は，大桜（山桜）も早く散っていました。 



５．知ってとくする！！西区歴史講座（歴史部会主催） 

・開催日  第１回 平成２６年 ７月１２日（土） ５９人参加 
      第２回 平成２６年１１月２９日（土） ３７人参加 
      第３回 平成２７年 ３月２１日（土） ２９人参加 
       

４．古代の山城跡・史跡めぐり縦走（歴史部会主催） 

・ 開催日  平成２６年５月２５日（日） 

・ 参加人数 ２３人 

叶岳登山口より，ゆっくりとしたペースで途中休憩や昼食をと
り高祖山山頂に着いた。下山時，落ち葉などで足をとられたり
したものの，無事野外活動センターに到着。帰路「今宿大塚古
墳」墳頂部に立ち，皆さんで山々を見ながら一日の行程をふり
返った。「また参加したい」という声が多くありました。 
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吉武高木遺跡や亀井南冥について，普段はなかなか聞くことが出来な
い話を専門家の方に語っていただきました。 
毎回熱心な参加者で盛況でした。参加者で歴史部会に入会される方も
ありました。 
亀井南冥についての講演後，希望者と一緒に能古島の能古博物館を見
学し，好評でした。 
亀井南冥については要望にこたえ第2弾を実施しました。 
 
 



６．能古島ウォーキング（企画・広報部会主催） 

・開催予定日 平成２６年７月１３日（日） 
・参加人数  －         ※残念ながら雨天のため中止となりました 

当日未明より大雨洪水警報が発令され，残念ながら中止せざるを
えませんでした。参加予定者へ中止の連絡をしましたが，みなさ
ん残念そうでした。準備にご協力いただきました能古島住民のみ
なさんありがとうございました。 
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７．玄界島で楽しもう（自然部会主催） 

・開催日  平成２６年７月２７日（日） 
・参加人数 １２４人 

【昨年度の様子】 

ずっと外れて，今年やっと当選して嬉しい!!という声が聞かれるほど
人気のイベントですが，今回は150名の募集人員に対し，なんと約
1400名の応募がありました。 
島の子どもたちの歓迎イベントから始まり，海水浴，ウォーキング，
釣り，遊覧船と皆さん島の一日を満喫されました。 
当日限定の「げんかい定食」は，ボリュームがあって，おいしかった
と大評判でした。 
日に焼けた参加者とスタッフを，島の方々がいつまでも手を振って見
送ってくれました。 
 
 
 



↑  島1周ウォーキング 

↑ 海水浴 

↑  釣り：子どもたちに大人気！皆さんたくさん釣れていました。 
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玄界島で楽しもう／当日の様子 

↑  玄界小中学校和太鼓部のおもてなし：感激して涙する人もいました。 

↑  げんかい定食，とてもおいしかったです! 

柱島 



８．海を楽しもう in 小戸ヨットハーバー（自然部会主催） 
 

・開催日    平成２６年８月１６日（土） 
・会場     小戸ヨットハーバー 
・来場者数   ６３人 

↑ スタンドアップサーフィン 

← ウィンドサーフィン 

↑カヌー 

出演団体，ゲストバンドの選定等，万全の態勢で臨んだが，雨天
のため当日の朝，中止を決定しました。 
昨年から２年続けて雨天中止となってしまったため，次回開催に
ついては，雨天時の対策が重要だと思いました。 
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９．ハワイアンフェスティバル in 小戸公園（文化部会主催） 
 

・開催予定日   平成２６年８月２４日（日）  
・会場      小戸公園      ※残念ながら雨天のため中止となりました 

・出演予定団体数 10団体 

↓スタッフ集合写真 

天気，風，波ともに良いコンディションで，各種目とも，思っている
より早く慣れ，楽しんでいる参加者が多かった。 
６０歳を超えたご夫婦も挑戦され，スタッフの大学生も驚いていまし
た。 
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１０．秋のゆったりクルージング（企画・広報部会主催） 

・開催予定日  平成２６年９月２４日（水）  
・参加人数   －        ※残念ながら雨天のため中止となりました    

今年は天候不順によりイベントの中止が多く，このイベントも，
台風接近により2日前には中止が決定しました。 
定員を超える応募があり，参加を楽しみされていましたみなさ
んにはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 
次回開催時には，是非ご参加ください。 

【昨年度の様子】 

１１．灘山登山と今津人形芝居を楽しもう（歴史部会主催） 

・ 開催日  平成２６年１０月１９日（日） 

・ 参加人数 １５人 

バスで登山口まで行き，好天の中，
灘山登山を行いました。 

ベテランには少し物足りない行程
ではありましたが，下山後，史跡
めぐりをして皆で昼食，今津人形
芝居を鑑賞して，秋の一日を存分
に楽しんでいただきました。 



１２．シロウオ学入門講座（自然部会主催） 
 

・開催日   平成２６年１２月６日（土） 
・会場    西市民センター第1会議室 
・参加人数  ２３人 
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１３．その他の活動 

【福岡マラソン２０１４の応援】 

 平成２６年１１月９日（日）に開催されました，福岡マラソン２０１４につ

いて，当推進会でも応援団をつくり，西区のマリノアシティ前で応援しました。 

 

シロウオの生態や室見川の歴史など楽しく学べました。 
質疑応答では，減少しているシロウオを増やしたいとの熱気が 
感じられました。 



【西区の自然物語パネル展】 

 西区にあふれている自然の魅力を多くの方に知っていただくために開催している，西区内

の動植物の写真と文章のパネル展示会です。 

 動植物たちの自己紹介形式で書かれた文章は「読みやすくておもしろい」ととても好評い

ただいており，アクロス福岡などのさまざまな場所で開催しています。 

【親子手作り教室】 

 伊都祭や公民館などで実施し，子ども達にもの作りの楽しさを体験してもらっています。 

 夏はぽんぽん船やランタン，冬は松ぼっくりのクリスマスツリーというように，季節ご

とに異なるもの作りを体験できます。  
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←ランタン作り↓ 

←クリスマス 

 ツリー作り 
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【ふくおか文化ボランティアフォーラム２０１４】 

平成26年12月9日（火）NPO文化ボランティア とびうめの会主催「ふくおか文化ボラン
ティアフォーラム2014」がアクロス福岡で開催されました。 

「ボランティアが活きる“ツボ”とは！」をテーマに，西区まるごと博物館推進会からも
活動内容等について事例報告を行いました。 
 

【アラカンフェスタPRブース出展】 

 平成27年３月21日（土）， 22日（日）に福岡国際会議場で開催されました， 

アラカンフェスタに出展し，本推進会の活動報告やPR等行いました。 

 アラカンフェスタとは、60歳前後の世代（アラウンド還暦＝アラカン）を中心

とした方々に第2の人生を楽しみながら考えていただけるイベントとして開催され

ました。 



Ⅲ 研修会 
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西区姪浜にも残る唐津街道を通って，豊臣秀吉が名護屋城に向か
ったことから，去年今年と交流会を開催しました。 

今回は，福岡城址，元寇防塁小戸大神宮，唐津街道，愛宕神社な
どを見学していただきました。 

西区と唐津で活動拠点は離れていますが，これからもお互い連携
し，それぞれの地域の魅力発信に努めていきたいと思います。 
 
 

 西区まるごと博物館推進会では，今後の活動の参考とするため，メンバーを
対象とした研修を行っています。 
 

【交流会】 

 ・開催日 平成２７年２月２３日（月） 

 ・参加者 西区まるごと博物館推進会  １０名 

      名豊塾           １５名 

【講演会】 

 ・開催日  平成２７年３月１６日（月） 

 ・参加人数 １９名 
 ・会場   西南大学ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾎｰﾙ 

ハープやピアノの奏者であ
る吉武真理さんを講師にお
招きし，『始まりは出会い
から』をテーマに，前半は
講演を交えてハープ等の演
奏や音楽の読み聞かせ，後
半は，ハープ，フルート，
バイオリン，ピアノによる
演奏を行なっていただきま
した。 

 

 



★２６年度新たに認定された西区の宝★ 
 

・室見川の白魚漁 

 

・真言宗 愛宕山 観音寺 

 

 

Ⅳ 「西区の宝」の認定・登録事業 

西区に存在する自然・歴史・文化・景観などの魅力ある地域資

源やそれらを保存・育成するような活動を行う人・団体につい

て，市民からの推薦をもとに「西区の宝」として認定する事業

です。 

今回は新たに２件が西区の宝に認定されました（下記参照）。

現在１４４件の宝が認定されています。 

また，「西区の宝」パンフレットを活用して，依頼があった学

校や各種施設等への出前講座を行っています。 「西区の宝」パンフレット 

↑ 認定式の様子 

室見川の白魚漁                 真言宗 愛宕山 観音寺  
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むろみがわのしろうおりょう 

しんごんしゅう あたごやま   かんのんじ 

春の風物詩。西区を流れる清流「室見川」に毎年2
月から4月になり水温が上がると，産卵のために博
多湾から上ってくる体長約４．５センチのハゼの
仲間。背中に一列の黒点があり白く透明な魚。 
この白魚を「やな」と呼ばれる仕掛けで捕獲する
，江戸時代から続く伝統的な漁法。 
地元では「しらうお」と呼んでいる。 

 真言宗観音寺は愛宕山の麓，蛇岩の上に位置す

る。昔から竹の山観音として地元民に親しまれて
いる。 
由来は，西暦９５５年（天歴９年）別当東林寺と
して建立し，その後，西暦１６３２年（寛永１１
年）別当円満寺として建立した。京都愛宕山より
，将軍地蔵尊を勧請し，愛宕権現と称した。 
明治維新により，神社と寺院は分離，円満寺は観
音寺と公称され現在に至る。 



■推進会の目標と今後の活動 
 
西区にあふれる様々な地域資源や地域のために活動する人・団体

（人的資源）といった「西区の宝」を掘り起こして整理し，広く知

らせたり，宝がより魅力的になるような仕掛けを加えて，多くの人

が西区の宝に触れられる場を提供したり，西区の宝に関わる人・団

体のネットワークづくりなどを積極的に行っていきたいと考えてい

ます。 

 具体的な活動としては，西区の宝（魅力資源）を活用したイベン

トを開催したり，区内の新たな魅力資源を発掘し西区の宝として認

定していくほか，ホームページやパンフレットなどを利用して西区

の宝に関する情報を発信していきます。 

自然・歴史・文化・景観などの西区の宝（地域資源）に関する情

報を募集しています。 
 
一緒に活動してくれるメンバーも随時募集中です！ 
 
 詳しくは，推進会事務局（西区役所振興課）まで  

 ＊西区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.fukuoka.lg.jp/nishi/index.html 

 ＊西区まるごと博物館推進会ホームページ        

  http://www.city.fukuoka.lg.jp/nishiku/c-shinko/charm/marugoto/index.html 

 ＊西区フェイスブック「ぷらり にしく」 

    https://www.facebook.com/f.nishiku 

 

   

西区の宝を探す・磨く・育てる・観せる 
西区のボランティア活動事業“西区まるごと博物館推進会”に参加し， 

意見と個性を出し合って，そこから何かを生み出しましょう！！ 
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西区まるごと博物館スタッフ名簿 

    氏 名 自然 歴史 文化 企画・広報 サポーター 

1 あ行 天野 久       ◎   

2 石橋 卓ニ       ○   

3 井手 昌晴 ○         

4 伊藤 明夫 ○         

5 井上 博美 ○ ●       

6 牛尾 昌義 【幹事】 ○         

7 太田 俊文   ○   ○   

8 か行 川岡 保 【会長】       ○   

9 川上 満隆       ○   

10 川口 智廣 ○       ☆ 

11 木村 真一   ○       

12 清田 央 【幹事】   ○       

13 草場 和代   ○       

14 久保 学       ○   

15 倉光 政彦 【顧問】 ○ ○       

16 肥塚一彦 【副会長】       ●   

17 薦田 康子       ○   

18 近藤 良恵       ○   

19 さ行 斉藤 和実       ○   

20 佐伯 竜平       ○   

21 坂口 善雄 ○ 

22 執行 佳子      ●     

23 柴田 吉久       ○   

24 清水 冨且 ○         

25 進 能理子 

26 菅谷 雄 ○         

27 瀬戸 敏男   ○       

28 た行 竹之内 康   ○       

29 田辺 和久   ○       

30 富永 泰誠   ○       

31 豊辻 義弘      ○   ☆ 

32 な行 中川 嘉昭   ○       

33 中村 隆暢  ○ ○       

34 中山 さおり 【幹事】       ○   

35 中山 満子 ○ 

36 西村 誠 【顧問】   ○       

37 は行 早舟和子        ○   

38 廣田 裕志  ◎         

39 傅梟雄 ○       ☆ 

40 福江 秀夫  ○         

41 福澤 史郎 【会計監事】       ○   

42 藤田喜世美  ○         

43 古川 良和 ○         

44 古川 忠徳 ○  ○     ☆（自然部会）  

45 堀 謙治 ○         

46 堀越 明男  ●         

47 ま行 松尾 善和 【幹事】      ◎ ○   

48 三木 環  ○         

49 溝上 和紀       ○   

50 宮本 貴子       ○   

51 宮本 匡雄   ◎       

52 村上 耕志郎       ○   

53 本山 忠男 ○ 

54 本山 道子   ○       

55 森 陽一 ○         

56 森下 和子   ○       

57 や行 山田 恵美子        ○   

58   吉田 征男 ○         

59   吉原 知邦 ○         

60   吉村 正太       ○   

61 わ行 和田 夏美 ○         

  合計 24 18 3 21 4 

●部会代表   ◎部会副代表 

（敬称略） 
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