
 

本調査表をご記入いただきましたら、同封の封筒又は FAX（0254-66-6110）にて 

ご返送をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体名  

代表者名  連絡者名  

団体所在地 

〒 

村上市        番地 

連絡先等 TEL  FAX  

活動エリア 

該当するものに

１つだけ○印を

付けて下さい 

 １ 団体の所在地の集落内    ４ 村上・岩船地域全域 

 ２ 神林地区全体        ５ その他（            ） 

 ３ 村上市全域                

活動内容 

（書き易い書き方でご記入ください） 

団体ＰＲ 

（貴団体の特色等をご記入ください） 

 
 

資料 2-2

活 動 照 会 シ ー ト 
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集落
番号

集落名 団体名 代表者名 備考

1 松沢 松沢みどりを守り隊 佐藤　巧
1 松沢 松沢農家組合 南間洋一
1 松沢 松沢PTA 山本幸美
1 松沢 松沢老人クラブ 阿部武雄
1 松沢 松沢神楽保存会 佐藤秀明
3 山田 山田農家組合 近健悦
3 山田 山田消防団 高橋博志
3 山田 山田女性部 高橋節子
3 山田 山田婦人会 近かおり
3 山田 神納小PTA 児玉ゆか
3 山田 神納中PTA 近正継
3 山田 山田老人クラブ 松村平吉
3 山田 和（なごみ）会 近正利
3 山田 山田獅子舞保存会 松村憲三
3 山田 山田環境保全会 松村憲三
4 飯岡 飯岡農家組合 小田修司
4 飯岡 飯岡生産森林組合 田島瑞訓
4 飯岡 飯岡消防団 小田邦博
4 飯岡 飯岡小学校PTA 小田栄弥
4 飯岡 飯岡中学校PTA 小田久弥
4 飯岡 飯岡農地・水保全組織 小田栄吉
4 飯岡 飯岡老人クラブ 田島瑞訓
4 飯岡 飯岡まちづくり協議会 小田栄吉
4 飯岡 飯岡花の会 小田ルイ
4 飯岡 飯岡淡水魚組合 小田良市
5 桃川 桃川農家組合 佐藤賢一
5 桃川 桃川生産森林組合 小林健一
5 桃川 桃川消防団 佐藤真和
5 桃川 桃川PTA 佐藤譲
5 桃川 桃川環境保全会 近賢治
5 桃川 桃川老人クラブ 佐藤博
5 桃川 桃川交通安全神納支会 佐藤譲
5 桃川 桃川交通安全母の会 河内ゆか
5 桃川 桃川真多羅会 佐藤耕太郎
5 桃川 桃川公民館運営委員 白木誠
5 桃川 桃川農業を考える会 佐藤竜弘
5 桃川 桃川ゲートボール 高村行雄
6 河内 ほたるの里保存会 斎藤　修（区長に発送） 26年度立上げ

6 河内 権現様保存会 斎藤　修
6 河内 お不動様、観音様保存会 斎藤裕助
7 南大平 南大平農家組合 大矢豊
7 南大平 南大平消防団 大矢篤
7 南大平 南大平長寿会 大矢佐平
7 南大平 南大平PTA 大矢幸一
7 南大平 南大平生産森林組合 大矢幸雄
7 南大平 南大平地域の茶の間 大矢佐平
7 南大平 南大平お宮子会 年２回当番制

7 南大平 南大平採種組合（水稲） 佐藤正幸
8 指合 指合地区自主防災組織 薄田清
8 指合 指合農家組合 忠　亨
8 指合 指合揚水機場維持管理組合 薄田勝彦
8 指合 指合保全会 忠昭平

        平成25年10月31日現在　集落の各団体調査　　　印の団体に紹介シー
トを送付する予定です。
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集落
番号

集落名 団体名 代表者名 備考

        平成25年10月31日現在　集落の各団体調査　　　印の団体に紹介シー
トを送付する予定です。

8 指合 中山間地域協定会 忠　聡
8 指合 指合生産森林組合 忠久美
8 指合 指合消防団 佐藤正敏
8 指合 指合小学校PTA 忠和美
8 指合 指合中学校PTA 忠洋二
8 指合 指合長寿会 忠　剛
8 指合 大正琴 薄田美枝
8 指合 食推会 瀬賀美代子
9 殿岡 殿岡農家組合 佐藤覚栄
9 殿岡 殿岡生産森林組合 板垣秋栄
9 殿岡 殿岡消防団 板垣伸悟
9 殿岡 中学校PTA 佐藤和代
9 殿岡 小学校PTA 鈴木一哉
9 殿岡 殿岡老人クラブ 板垣紀夫
9 殿岡 殿岡婦人部 佐藤佐紀子
9 殿岡 殿岡婦人会 鈴木かおり
9 殿岡 殿岡グリーンクラブ 鈴木繁榮 農地・水

10 小出 小出農家組合 佐藤健
10 小出 小出生産森林組合 石栗勝行
10 小出 小出消防団 石栗英一
10 小出 小出婦人会 本間美穂子
10 小出 小学校PTA 東海林剛
10 小出 中学校PTA 本間智基
10 小出 小出老人クラブ泉寿会 本間正次
10 小出 グリーンサークル
10 小出 小出五十六会
10 小出 小出自主防災会 東海林欣治
11 有明 冷沙会 山田サヨ 踊り

11 有明 老人クラブ、ゲートボールの会 須貝清
11 有明 TAC 山田雅夫 旅行クラブ

12 里本庄 里和会 磯部久美子
12 里本庄 里本庄炭焼き 中山岳雄
13 山屋 山屋農家組合 斎藤三七夫
13 山屋 山屋消防団 木村明博
13 山屋 山屋小・中学校PTA 島田孝之
13 山屋 山屋環境保全隊 木村賢次
13 山屋 山屋健康クラブ 菊池　稔
13 山屋 山友会 斎藤一雄
13 山屋 山屋区 木村賢次
13 山屋 神明神社役員 斎藤利雄
13 山屋 盆唄保存会 斎藤英作
13 山屋 交通安全母の会 斎藤かすみ
14 上助渕 十五日集会 八藤後ﾋﾃﾞ子
14 上助渕 ふれあい茶の間 八藤後　清
14 上助渕 青年団 中村芳和
14 上助渕 長生クラブ（老人会） 八藤後義範
14 上助渕 女性部（婦人会） 八藤後瑞枝
14 上助渕 有志会 中村悦夫 盆踊り、伝統文化

15 下助渕 下助渕伝統芸能保存会（獅子舞・剣舞） 加藤秀次 毎年8月31日夜神明神社に奉納

15 下助渕 石川橋を渡る会 大塚・下助渕区長
毎年9月か10月に関係者25人位
集まる。25年度で19回目。

16 志田平 山岳会 木村太文
16 志田平 志田平消防団 木村竜也
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集落
番号

集落名 団体名 代表者名 備考

        平成25年10月31日現在　集落の各団体調査　　　印の団体に紹介シー
トを送付する予定です。

16 志田平 志田平生産森林組合 内山久男
16 志田平 志田平農家組合 木村太文
16 志田平 志田平健康体操クラブ ー
16 志田平 志田平グリーン会 木村太文
17 七湊 七湊農家組合 吉村敏秀
17 七湊 七湊生産森林組合 木村耕治
17 七湊 七湊消防団 木村亮一
17 七湊 七湊神納東小学校集落PTA 木村修一
17 七湊 七湊神納中学校集落PTA 木村　晃
17 七湊 七湊農地保全会 天井　丈
17 七湊 七湊老人クラブ 平山　正
17 七湊 七湊婦人会 寺澤明子
18 小岩内 小岩内農家組合 松本一男
18 小岩内 小岩内消防団 髙野智彰
18 小岩内 小岩内長寿会 松本寿一
18 小岩内 小岩内環境保全部会 髙橋清重
18 小岩内 小岩内神楽保存会 松本佐一
18 小岩内 小岩内猿害対策組合 松本一男
18 小岩内 小岩内稲作収穫組合 松本信蔵
18 小岩内 小岩内小学校PTA 髙野尚子
18 小岩内 小岩内中学校PTA 髙野静香
19 川部 川部農家組合 佐藤　敏明
19 川部 川部氏子総代 佐藤　栄
19 川部 色部会 佐藤　陽一
19 川部 川部女性部 佐藤　浩子
19 川部 川部消防団 佐藤　英幸
19 川部 川部小学校PTA 佐藤　忍
19 川部 川部中学校PTA 佐藤　春美
19 川部 川部森林組合 髙野　茂一
19 川部 芸能保存会 加藤　誠一
19 川部 11人会 佐藤　勝栄
19 川部 ふる里の会 佐藤　健一
19 川部 山の会 佐藤　健一
19 川部 やまめ会
19 川部 川部いこいの茶の間 髙野　茂一
20 湯ノ沢 湯ノ沢老人クラブ 小池信義
20 湯ノ沢 カラオケクラブ 小池秀明
20 湯ノ沢 湯ノ沢いこいの茶の間 小池夕美子
21 葛籠山 ゲートボール 齊藤公男
21 葛籠山 葛籠山消防団 齊藤太郎
21 葛籠山 葛籠山ＰＴＡ 安斉里美
21 葛籠山 婦人会 矢田真由美
22 平林 平林環境保全会 小野　篤
22 平林 せせらぎの会 遠藤正行
22 平林 加護山愛好会 加藤一栄
22 平林 ひまわりの会 岩浅サク
22 平林 百年会 菅原甚一
22 平林 平林農家組合 木村一男
22 平林 平林PTA 高橋　朗
22 平林 平林消防団 木村光也
22 平林 スキー愛好会 加藤一栄
22 平林 神輿の会 野沢重夫
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番号

集落名 団体名 代表者名 備考

        平成25年10月31日現在　集落の各団体調査　　　印の団体に紹介シー
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22 平林 平林ハーモニーズ 木村重夫
22 平林 平林茶の間の会 小野　篤
22 平林 レクダンス 木村ミチ子
22 平林 平林ゲートボール 斉藤　清
23 宿田 お祭り運営会 武者進一
23 宿田 ゲートボールクラブ 横井泰雄
23 宿田 若妻会 河内けい子
23 宿田 ふれあい会 菅原俊雄
23 宿田 梅花講 吉村経子
24 牛屋 クリーン牛屋環境保全会 石田富幸
24 牛屋 常磐会（ときわ会） 石田勝太郎
24 牛屋 牛屋農家組合
24 牛屋 牛屋獅子舞保存会 遠藤壽
25 福田 福田農家組合 瀬賀勉
25 福田 福田営農組合 桜井広正
25 福田 福田消防団 田中祐介
25 福田 福田地区子供会 板垣慎一
25 福田 福田老人クラブ 佐藤勉
25 福田 福田環境保全会 佐藤賢一郎
25 福田 福田獅子踊り保存会 桜井寿夫
26 北新保 北新保農家組合 川崎巳喜雄
26 北新保 北新保環境保全会 小田新一
26 北新保 北新保長松野菜出荷組合 松村辰三
26 北新保 北新保長松畑地ポンプ組合 松村辰三
26 北新保 農事組合法人ホクシン 川崎一敏
26 北新保 石川圃場第３機場維持管理組合 小田新一
26 北新保 北新保老人クラブ 川崎謹治
26 北新保 北新保消防団 小田智（さとし）
26 北新保 北新保小・中学校ＰＴＡ
27 赤松 フラダンス教室
28 長松 長松農家組合 岸正浩
28 長松 みどりの長松環境保全会 鈴木峰雄
28 長松 北新保・長松自主防災組織
28 長松 北新保・長松ＰＴＡ
29 塩谷 塩谷民謡同好会 奈良橋末太郎
29 塩谷 塩谷ソフトボール連盟 柏櫓勇人
29 塩谷 塩谷将棋の会 田中忠一
29 塩谷 古典芸能を楽しむ会 田村初美
29 塩谷 塩谷活性化協議会 柏櫓洋平
29 塩谷 塩谷基地（シオヤベース） 阿部久美子
29 塩谷 円福寺保存会 中山喜好
29 塩谷 釣友会
29 塩谷 はまなす会 野澤トモ
29 塩谷 昭和の会 奈良橋タツエ
29 塩谷 パッチワーク愛好会 佐藤和
29 塩谷 大正琴同好会 柏櫓良子
29 塩谷 舞踏 佐藤亥巳
29 塩谷 舞踏 敦賀光子
29 塩谷 茶道・華道 佐藤イト
30 南田中 南田中農家組合 大倉俊彦
30 南田中 南田中消防団 斎藤健太
30 南田中 西神納小学校PTA 大倉芳宏
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番号

集落名 団体名 代表者名 備考

        平成25年10月31日現在　集落の各団体調査　　　印の団体に紹介シー
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30 南田中 神納中学校PTA 大倉毅
30 南田中 南田中婦人会 斎藤多美子
30 南田中 南田中壽会 小野晋平
30 南田中 環境保全会みずほ会 薄田純一
30 南田中 農業法人しらとり 斎藤孝雄
30 南田中 農業法人大倉農園 大倉毅
30 南田中 まちづくり協議会 佐藤正樹
30 南田中 まちづくり協議会 小野力
30 南田中 南田中ゲートボール 小野晋平 会員13名

30 南田中 南田中交通安全母に会
31 牧目 みどりの会 河内きみ
31 牧目 はつか様 増田サト
32 九日市
33 松喜和 松喜和老人クラブ 磯部勝利
33 松喜和 松喜和消防団 大倉　潤
33 松喜和 松喜和PTA 渡辺恵美子
34 今宿 今宿農家組合 近藤哲生
34 今宿 今宿山林 平山吉郎
34 今宿 今宿環境保全会 三科博
34 今宿 今宿区自主防災会 三科博
34 今宿 四ヶ字老人クラブ 三科寛治
34 今宿 四ヶ字消防団
35 大塚 大塚農家組合 平山正明
35 大塚 大塚いっきクラブ 平山勝美
35 大塚 三ヶ字生産森林組合 磯部七郎
36 潟端 潟端農家組合 11月5日電話連絡

37 高御堂 高御堂ふれあいクラブ 大嶋　芳美 環境保全

37 高御堂 高御堂農家組合 平山　明夫
38 小口川
39 新飯田
40 岩船駅前 駅前区自主防災組織 笠舛光記

 "コシヒカリ王国 神林" 復活プロジェクト　運営：神林商工会

平林城跡保存会

消防団、農家組合等を除き独自で活動している団体はない。
消防団、農家組合等を除き独自で活動している団体はない。

消防団、農家組合等を除き独自で活動している団体はない。
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