資料１４
２００９年度 １０児童館・児童センター運営委員会名簿
人数

堀会館・堀児童館

前田児童館

南佳屋野会館・南佳屋野児童館

丘児童センター

1 野家自治会長

前田自治会長

東佳屋野町自治会代表

2 ◎北小谷ヶ岡自治会長

前田民生児童委員

西佳屋野町自治会代表

旭が丘子ども会副会長

下六人部公民館

3 内田自治会長

前田民生児童委員

南佳屋野町自治会代表

旭が丘自治会長

下六人部公民館

4 蛇ヶ端自治会長

秋津が丘民生児童委員

○小松ヶ丘自治代表

旭が丘民生児童委員

長田北自治会代表

5 堀口自治会長

前田子ども会指導者

雀部地区自治会長会代表

夕陽が丘子ども会長

○長田南自治会代表

6 東堀自治会長

秋津が丘子ども会指導者

東佳屋野町民生・児童委員

夕陽が丘子ども会副会長

多保市自治会代表

7 ○大正地区民生児童委員

雀部幼稚園前田ＰＴＡ代表

西佳屋野町民生・児童委員

夕陽が丘自治会長

上松自治会代表

8 大正地区公民館副館長

雀部幼稚園秋津が丘ＰＴＡ代表

南佳屋野民生・児童委員

夕陽が丘民生児童委員

駒場新町自治会代表

9 大正学区老人クラブ連絡協議会長

雀部小学校前田ＰＴＡ代表

小松ヶ丘民生・児童委員

つつじが丘子ども会長

市の谷自治会代表

10 堀口こども会副会長

雀部小学校秋津が丘ＰＴＡ代表

雀部地区担当主任児童委員

つつじが丘子ども会副会長

岩間自治会代表

11 部落解放同盟宮の下支部長

日新中学校前田ＰＴＡ代表

雀部地区公民館長

つつじが丘自治会長

大野自治会代表

12 ○部落解放同盟宮の下支部青年部長

日新中学校秋津が丘ＰＴＡ代表

南佳屋野長公民館分館長

つつじが丘民生児童委員

長田段自治会代表

13 部落解放同盟堀口支部長

日新中学校代表

東佳屋野町女性部代表

南天田町子ども会長

下六人部民生児童委員代表

14 さくら保育園保護者会長

雀部小学校代表

西佳屋野町女性部代表

南天田町子ども会副会長

下六人部民生児童委員

15 大正小学校ＰＴＡ人権部

雀部幼稚園代表

南佳屋野町女性部代表

南天田町自治会長

下六人部老人会代表

16 桃映中学校ＰＴＡ副会長

花園保育園代表

小松ヶ丘女性部代表

南天田町民生児童委員

下六人部婦人会代表

17 さくら保育園長

雀部地区主任民生児童委員

南佳屋野町老人会代表

広峯町自治会長

解放運動団体代表

18 大正幼稚園長

◎ささべ人権ふくしの会

東佳屋野町子ども会後援会代表

惇明小学校

解放運動団体代表

19 大正小学校教頭

○ささべ人権ふくしの会

西佳屋野町子ども会後援会代表

南陵中学校

がんばろう会代表

20 桃映中学校生徒支援加配

ささべ人権ふくしの会

南佳屋野町子ども会後援会代表

みどり保育園

六人部コミュニティセンター代表

21 大正学区市役所職員「ともしびの会」副会長

○小松ヶ丘子ども会後援会代表

部落解放同盟丘支部

下六人部子ども会代表

22

雀部幼稚園保護者代表

下六人部小学校ＰＴＡ代表

23

雀部小学校PTA代表

六人部中学校ＰＴＡ代表

24

日新中学校PTA代表

下六人部保育園保護者会代表

25

花園保育園代表

六人部中学校長

26

雀部幼稚園代表

下六人部小学校長

27

雀部小学校代表

下六人部保育園長

28

日新中学校代表

光保育園長

29

◎解放運動団体代表（支部長）

六人部中学校代表

30

解放運動団体女性部代表

下六人部小学校代表

31

解放運動団体子ども会代表

下六人部保育園代表

32
33

◎旭が丘子ども会長

下六人部会館・下六人部児童センター
◎下六人部公民館代表

下六人部保育園

光保育園代表
◎委員長は、自治会持ち回り ○副委員
◎委員長は互選、○副委員長は自治会 ◎は委員長 ○副委員長なし 委員の互
◎委員長 ○副委員長 委員の互選によ
◎委員長 ○副委員長 委員の互選による
特記 長は、民生委員・宮下青年部・大正小学
持ち回り
定例会 ５月・７月・３月 必 選による 定例会５月・３月、必要に応じ
定例会５月・９月・３月 必要に応じ随時
校
定例会５月・３月 必要に応じ随 る 定例会５月・３月・必要に応じ随時
要に応じ随時
随時
時

２００９年度 １０児童館・児童センター運営委員会
人数

庵我児童館

菟原児童館

額田児童館

上夜久野児童館

1 庵我自治会長会会長

○下二区自治会長

夜久野町自治会長会会長

2 城山自治会代表

下二区婦人部代表

精華小学校校長

3 ◎下猪崎自治会代表

下二区育成会会長

4 中村団地自治会代表

下二区民生児童委員

○明正小学校校長

5 城山民生児童委員

三和地域公民館館長

精華小学校PTA会長

6 下猪崎民生児童委員

◎菟原地域公民館館長

7 中村団地民生児童委員

菟原地域老人会会長

8 庵我主任児童委員

菟原小学校校長

上夜久野保育園園長

9 猪崎子ども会指導員

細見小学校校長

中夜久野保育園園長

10 ○城山子ども会指導員

川合小学校校長

下夜久野保育園園長

11 下猪崎子ども会指導員

三和中学校校長

上夜久野保育園保護者会会長

12 下猪崎子ども会指導員

三和保育園園長

中夜久野保育園保護者会会長

13 中村団地子ども会指導員

菟原小学校PTA会長

下夜久野保育園保護者会会長

14 中子ども会指導員

菟原保育園保護者会会長

南有路児童館

育英小学校校長

育英小学校PTA会長
◎明正小学校PTA会長

夜久野町主任児童委員（２名）

15 池部子ども会指導員
16 安井子ども会指導員
17 筈巻子ども会指導員
18 下猪崎婦人会代表
19 庵我小学校ＰＴＡ会長
20 桃映中学校ＰＴＡ庵我学区代表
21 庵我地区公民館代表
22 庵我地区公民館代表
23 ひまわり保育園代表
24 庵我小学校代表
25 桃映中学校代表
26 福知山地区協議会猪崎支部代表
27
28
29
30
31
32
33
特記

額田児童館と上夜久野児童館で運営委員会が組織されている。 委員長は、
副委員長は、明正小学
◎委員長 ○副委員長 委員の互選によ ◎委員長 ○副委員長 委員の互選によ ３小学校ＰＴＡ会長が持ち回りで行っている。
る 定例会５月・３月 必要に応じ随時 る 定例会５月・３月 必要に応じ随時 校長としている。

運営委員会組織なし

