
役　職 選出分野・団体名 備　　　考

1 理　事 矢山 英夫 学識経験者

2 理　事 安田 征雄 上福島地区社協・連合町会

3 理　事 西岡 洋三郎 福島地区社協・連合町会

4 理　事 叶 隆一 玉川地区社協・連合町会

5 理　事 猫島 義明 吉野地区社協・連合町会

6 理　事 森﨑 收元 新家地区社協・連合町会

7 理　事 妹尾 美雄 大開校下社協・連合町会

8 理　事 峯松 啓祐 鷺洲地区社協・連合町会

9 理　事 中村 敏男 海老江東地区社協・連合町会

10 理　事 石津 隆一郎 海老江西地区社協・連合町会 ※R2年6月12日就任

11 理　事 三木 一誠 区民生委員児童委員協議会 ※R2年3月27日就任

12 理　事 本郷 和美 区地域女性団体協議会

13 理　事 北村 和義 区体育厚生協会

14 理　事 鳥取 榮美子 区老人クラブ連合会

15 理　事 桑原 鎭雄 区保護司会

役　職 選出分野・団体名 備　　　考

1 監　事 小西 克彦
　　地域振興会会長
    (野田校下社協・連合町会)

2 監　事 藤田 太啓司 　　海老江西地区民生委員児童委員会
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社会福祉法人 大阪市福島区社会福祉協議会 役員名簿（令和2年6月12日現在）

理 事 15名

監 事  2名

任期：令和元年6月14日～令和3年6月時定時評議員会まで

氏　名

任期：令和元年6月14日～令和3年6月時定時評議員会まで

氏  名



役　職 選出分野・団体名 備　　考

1 評議員 後藤 喜代子 上福島地域女性会 ※R2年6月12日就任

2 評議員 河村 順子 福島地域女性会 ※H30年6月15日就任

3 評議員 多賀 佳子 玉川地域女性会 ※H30年6月15日就任

4 評議員 濵 鈴乃 野田地域女性会 ※H30年6月15日就任

5 評議員 松井 敬子 新家地域女性会 ※H30年6月15日就任

6 評議員 星野 順子 大開地域女性会

7 評議員 宮本 雪代 鷺洲地域女性会 ※R2年6月12日就任

8 評議員 西澤 千鶴子 海老江東地域女性会

9 評議員 小笠 千恵子 海老江西地域女性会 ※H30年6月15日就任

10 評議員 松原 由江 上福島地区民生委員児童委員会

11 評議員 辻本    香 福島地区民生委員児童委員会

12 評議員 平野 信行 玉川地区民生委員児童委員会

13 評議員 山見 三郎 野田地区民生委員児童委員会

14 評議員 蚊野 敦成 新家地区民生委員児童委員会 ※R2年3月23日就任

15 評議員 上田 和年 大開地区民生委員児童委員会

16 評議員 久保田 清 吉野地区民生委員児童委員会 ※R2年3月23日就任

17 評議員 小澤 時子 海老江東区民生委員児童委員会

18 評議員 浮嶋 まゆみ 区青少年対策連絡協議会 ※H30年6月15日就任

19 評議員 宇都 美登里 区母と子の共励会

20 評議員 栖川 興道 区身体障害者団体協議会

21 評議員 長田 雅之 区青少年福祉委員連絡協議会

22 評議員 谷村 利貴 区青少年指導員連絡協議会 ※H30年6月15日就任

23 評議員 福井 信 区医師会

24 評議員 永井 博人 区スポーツ推進委員協議会

25 評議員 當麻 俊和 福島区内小学校校長会(上福島小学校) ※R2年6月12日就任

26 評議員 角上 美恵子 区社会福祉施設連絡会

27 評議員 水関 鈴江 ボランティア・市民活動団体連絡会 ※H30年6月15日就任

評議員 ２７名

任期：平成29年4月1日～令和3年6月時定時評議員会まで

氏　名
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役　職 選出分野・団体名 備　　　　考

1 顧　問 今井 啓貴 元区社協会長

2 顧　問 吉﨑 昌作 前区社協会長

3 顧　問 坂 幸樹 府議会議員

4 顧　問 広田 和美 市会議員

5 顧　問 太田 晶也 市会議員

 

役　職 選出分野・団体名 備　　　　考

1 相談役 髙田 友成 元区社協 副会長

役　職 選出分野・団体名 備　　　　考

1 会　長 矢山 英夫 学識経験者

2 副会長 叶　 隆一 区地域振興会(副会長)

3 副会長 三木 一誠 区民生委員児童委員協議会会長 ※R2年6月12日就任

4 副会長 本郷 和美 区地域女性団体協議会
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顧　問

相談役

任期：令和元年6月14日～令和3年6月時定時評議員会まで

任期：令和元年6月14日～令和3年6月時定時評議員会まで

会長・副会長

氏　　名

氏　　名

氏　　名

任期：令和元年6月14日～令和3年6月時定時評議員会まで


