
平成24年度委員定数

　　　　名　　　称 委員数 　　　　名　　　称 委員数

　連合自治会 20 　うつべ☆スター 1

　民生・児童委員 26 　人権教育推進協議会 3

　婦人会 8 　人権擁護委員 1

　長寿会連合会 3 　保護司 6

　子ども会育成者連絡協議会 1 　農業委員 2

　中学校ＰＴＡ 1 　消防分団 2

　両小学校ＰＴＡ 2 　ボランティア虹の会 6

　幼稚園ＰＴＡ 1 　交通安全協会内部支部 2

　保育園保護者会 1 　自主防災協議会 1

　四日市市スポーツ推進委員 4 　委嘱委員 12

103合　　　　　計

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年度  役員   

      役 職   氏 名    所属団体 

 会   長 木田  冨喜二  保護司 

 副 会 長 田中  英子  婦人会 

 副 会 長 伊藤  頼夫  連合自治会 

 副 会 長 加藤  勝  民生委員 

 書   記 山本  武夫  連合自治会 

 会   計 須藤 喜代次  長寿会 

理   事 水谷  隆  委嘱委員 

理   事 長田  貢  委嘱委員 

専門部   

   役 職    氏 名   所属団体 

文化部     部長 田中  英子  婦人会 

体育部     部長 太田  耕介 四日市市スポーツ推進委員 

青少年育成部部長 東川  弘訓  委嘱委員 

福祉部     部長 河村  照美  民生委員 

広報部     部長 稲垣  哲郎  委嘱委員 

環境部     部長 須藤  武  連合自治会 

監査   

監査 堀    勝美 連合自治会 

監査 藤井  光子  民生委員 

 

平成 24年 6月 15 日 

内部地区社会福祉協議会 ℡ 347-1224 

お知らせ 第 1 号 

5 月 12 日に行われた総会で下記の方々が選任されました。 

今年度 1 年間よろしくお願いいたします。 

文化部  
委員 37 名 

地区文化祭 
お月見コンサート 
内部っ子コンサート 
史跡を訪ねるバスツアー

体育部（＊） 

部員 5 名 
市民スポーツフェスタ

グラウンドゴルフ 
ソフトボール大会 
ニュースポーツ大会 

青少年育成部 

 部員 15 名 
内部川探検 
夏の巡回補導 
デイキャンプ 
五平餅つくり 

福祉部 

部員 20 名 
あったか訪問 
敬老事業 
ふれあい 

いきいきサロン 

環境部 

部員 15 名 
ゴキブリ団子 

作り 

通学路清掃 
内部川清掃 

広報部 

部員 11 名 
社協お知らせ発行 

ホームページ運営 

写真・記事掲示 

＊その他の体育関連事業はうつべ☆スターが行っています。 

地域住民が一体となって、社会福祉・社会教育を通じて、明るく・

住みよい地域社会をつくることを目的とし、正式には内部地区社

会福祉協議会といいます。 

地域の社会福祉・社会教育に携わる 19 団体と会の趣旨に賛同す

る個人から成り、103 名の委員で構成され、６つの専門部に分かれ

て活動しています。 



4月15日 ごきぶり団子 内部地区社会福祉協議会

ＪＡ内部支店 環境部

４月上旬～５月上旬 内部東小学校鯉のぼり 内部っ子はげまし隊

５月１２日（土） ファミリーバトミントン うつべ☆スター

内部小学校体育館

５月２０日(日） ソフトボール大会(スローピッチ） 内部地区社会福祉協議会

１００名　　内部東小学校 うつべ☆スター

５月３０日（水） チャレンジデー うつべ☆スター

各小学校のグラウンド及び各町の広場

６月３日(日） 三校二園清掃 三校二園ＰＴＡ

３００名　　内部川と足見川の合流点から矢矧橋まで 内部地区社会福祉協議会環境部

６月９日（土） カローリング大会 うつべ☆スター

内部東小学校体育館

６月９日（土） インディアカ大会 うつべ☆スター

内部東小学校体育館

６月１７日(日） ソフトボール大会(ファーストピッチ） 内部地区社会福祉協議会

１００名　　内部東小学校 うつべ☆スター

７月２日（土） グラウンドゴルフ月例大会 うつべ☆スター

７月１日(日） 内部川清掃 内部川清掃実行委員会

（雨天時は７／８） 約１，６００名参加予定　集合は内部小学校 環境部

７月７日（土） グラウンドゴルフ大会 うつべ☆スター

内部東小学校グラウンド

７月 ニュースポーツ 内部長寿会連合会

２００名　内部東小学校 体育指導員

８月４日(土） 内部川探検 内部地区社会福祉協議会

約５０名参加予定 青少年育成部

８月１８日（土） 夏祭り うつべ☆スター

内部東小学校

９月８日（土） ファミリーバトミントン うつべ☆スター

内部小学校体育館

９月１７日（月・祝） 敬老行事。内部地区の７０歳以上の老人 内部地区社会福祉協議会

に対し、補助金を活用して記念品を配布。 各町自治会・婦人会

１０月６日（土） お月見コンサート 内部地区社会福祉協議会

１２０名 内部東小 ハートフルコンサート実行委員会

平成２４年度内部地区行事予定

開催予定日 行事・内容 主催



主催

１０月１３日（土） カローリング大会 うつべ☆スター

内部東小学校体育館

１０月１４日（日） ディキャンプ 子ども育成者連絡協議会

采女城跡・内部川河川敷　　３００名 青少年育成部

１０月１９日（金） 内部っ子コンサート（内部小学校） 内部地区社会福祉協議会

保育園児・幼稚園児・小学生に対し、内部中ブ 文化部

ラスバンド部員が演奏。約８３４名 三校二園

１０月２１日（日） 町別交流グラウンドゴルフ大会 内部地区社会福祉協議会

　予備日　２８日 内部東小学校 ３００名 うつべ☆スター

１０月２８日(日） 第１回　あったか訪問 内部地区社会福祉協議会

福祉部・ボランティア虹の会

１１月４日（日） 文化祭 内部地区社会福祉協議会

内部小学校

１１月１０日（土） グラウンドゴルフ大会 うつべ☆スター

内部東小学校グラウンド

１１月１８日（日） ウォーキング大会 四日市市

うつべ☆スター

１２月１日（土） インディアカ大会 うつべ☆スター

内部東小学校体育館

１２月６日（木） こままわし祭り 内部地区社会福祉協議会

内部小学校体育館 200名 うつべっこ励まし隊

１２月１６日(日） 第２回　あったか訪問 内部地区社会福祉協議会

福祉部・ボランティア虹の会

２月３日(日） 五平餅つくり 内部地区社会福祉協議会

内部地区市民センター 青少年育成部

約１００名参加予定

２月３日（日） 凧揚げ大会 内部地区社会福祉協議会

内部川河川敷 うつべっこ励まし隊

約５０名参加予定 青少年育成部

２月２４日(日） グラウンドゴルフ大会(個人戦） 内部地区社会福祉協議会

300名 内部東小学校 うつべ☆スター

２月２４日（日） 第３回　あったか訪問 内部地区社会福祉協議会

福祉部・ボランティア虹の会

３月２３日（土） スポーツフェスタ うつべ☆スター

内部東小学校

※　参加人数等については、企画書から掲載しました。

行事・内容開催予定日
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