
光が丘地区歴代自治会長一覧
（自治会長在任年数検索用） は連合会長 （４－１）

Ｎｏ． 自治会名 昭和５３年 昭和５４年 昭和５５年 昭和５６年 昭和５７年 昭和５８年 昭和５９年

1 並木１丁目 石黒高重 石黒高重 石黒高重 石黒高重 石黒高重 石黒高重

2 並木２丁目 藤田信栄 藤田信栄 藤田信栄 藤田信栄 藤田信栄 嶋栄一郎

3 並木３丁目 阿部和生 竹原　 孝 駒崎　 衛 駒崎　 衛 石川守雄 石川守雄

4 並木４丁目 大上　 功 野田靖夫 太田鉄男 神宮秀雄 岩脇勝美 岩脇勝美

5 並木団地

6 市営並木団地

7 青葉１丁目 佐々川敬 菅沼善男 菅沼善男 菅沼善男 川田基晶 川田基晶

8 青葉２丁目 井手上生男 井手上生男 松岡亀清 松岡亀清 嵐　良一 嵐　良一

9 青葉３丁目 深瀬良雄 小林寿一 福島武夫 小菅八七 小菅八七 本間由太郎

緑が丘１－１ 大谷眞雄 羽尾　弘 朝見　清 立川利次 中村栄之丞 齋藤裕悦

緑が丘１－２ 塩野　修 増田進夫 坂上徳次 斉藤治郎 菱川邦男 石井説雄

11 緑が丘２丁目 飯塚五郎 柴崎栄三 岡本義夫 鹿山鉄男 下別府正 高橋正春

12 光が丘１・２ 柏木文造 柏木文造 柏木文造 柏木文造 江口信二 秋山哲也

申し合わせ事項　過去１０年間で２年以上会長を務め、現職会長が望ましい。
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13 光が丘中央 沼口繁雄 沼口繁雄 沼口繁雄 樋口　弘 樋口　弘 大山忠男

14 ひかり 杉原克美 古川光悦 吉田六衛 小林昌昭 岡見義雄 小林賢三

15 杉の子 福田義正 山口　稔 後藤公一 山下文男 谷田部義夫 峰岸東治

16 エコタウン

17 上団１・２区 上林達也 田中和之 福島由之 夏井　可也 伊藤信宏 佐々木　光正

18 上団３・７区 高橋興亜 佐藤　忠 伊藤恭平 片野　仁 小副川登士生 森　泰久

19 上団４区 蒲谷登明夫 馬本敏和 山崎八郎 千葉登士夫 田口ふく子 蒲谷登明夫

20 上団６区Ａ 千葉良功 岩倉良悦 田中　章 地下益右 神原忠園 吉田　亨

21 上団６区Ｂ 湯浅　肇 三上昭雄 葛西　光秋 半田喜一 星　慶明 高野訓男

22 上団９区 大串　満 大串　満 大串　満 大串　満 大串　満 髙橋冨男

23 上団１０区 鈴木　巌 野口昭七 竹本定之助 丸山昭雄 浅野　広 鈴木　巌

24 上団１１区 福田文雄 高橋恒雄 小林邦彦 佐藤　勝教 金子正男 石塚修三

25 陽光台１丁目 山田治太郎 山田治太郎 山田治太郎 横島　章 横島　章 山田治太郎

26 松葉町 木内勝也 河井光男 河井光男 河井光男 河井光男 河井光男

27 朝日が丘 藤崎　林 鈴木金次 霜田宗男 大沢淳之介 大谷篤雄 大内広和

28 若葉 大野　実 大野　実 野中公雄 野中公雄 下釜一昭 下釜一昭



29 陽光台５丁目 大沼亥蔵 岩上孝之 佐藤清孝 佐藤清孝 佐藤清孝 佐々木ハルヨ

30 虹ケ丘 春日好典 春日好典 春日好典 春日好典 山本邦二 山本邦二

地区連推薦

上団連合推薦
陽光台連合推薦

役職名 昭和５６年 昭和５７年 昭和５８年 昭和５９年

光が丘地区連・会長 柏木文造 柏木文造 河井光男 河井光男
青葉連合会長
ひかり連合会長

上団連合会長
陽光台連合・会長

初代会長
松葉町・関根和夫

春日　好典 春日　好典 河井　光男 河井　光男

青葉連合推薦

ひかり連合推薦





























平成５年



昭和６０年 昭和６１年 昭和６２年 昭和６３年 平成元年 平成２年 平成３年 平成４年

石黒高重 石黒高重 石黒高重 石黒高重 石黒高重 大谷武文 大谷武文 大谷武文

嶋栄一郎 嶋栄一郎 嶋栄一郎 久住平山 久住平山 大越代寿男 大越代寿男 大田善規

永竹壽太郎 永竹壽太郎 中野勝利 中野勝利 渡辺健一 渡辺健一 波田野時則 波田野時則

岩脇勝美 岩田修三 池田弥一郎 鎌田松男 三浦照雄 浜梶庸.一郎 長尾多晃 吉田一郎

藤政　敬 長村　亨 落合慎吾 落合慎吾 加藤誠一 滝沢元治 金井　宏

川瀬　清 西田吉秀 西田吉秀 梶　平治 梶　平治 菅沼二十生 菅沼二十生 小野寺孝之

横山秀男 横山秀男 金子満男 金子満男 前之園勝成 前之園勝成 花岡武士 花岡武士

本間由太郎 本間由太郎 深瀬良雄 深瀬良雄 本間由太郎 瀧口嘉明 瀧口嘉明 瀧口嘉明

藤倉祐光 宍戸義男 松田廣太 秋元幸一 五味三千雄 鹿内信光 宮澤昌孝 鎌田司良

山木弘毅 池田　正康 宮塚　成 川辺啓次 岸　豊治 白井　昭 遠藤孝平 平崎照夫

藤原　寛 山村光夫 山村光夫 山村光夫 柴崎栄三 小磯信一 玉川　秋男 畑佐三男

秋山哲也 秋山哲也 秋山哲也 小湊基行 小湊基行 小湊基行 石澤政則 坂本勝津雄



伊東勝己 伊東勝己 沼口繁雄 沼口繁雄 沼口繁雄 沼口繁雄 沼口繁雄 沼口繁雄

小林賢三 田中定志 小林賢三 小林賢三 勝沼　秀 勝沼　秀 勝沼　秀 勝沼　秀

大平和雄 佐藤　健司 篠原　武彦 篠原　武彦 篠原　武彦 福田義正 松野重行 内田勝康

柿田　明男 田中和之 荒木善輝 夏井　可也 飯沼政光 福田健一 吉川昭二 南雲敏雄

佐藤　忠 伊藤恭平 高橋興亜 高橋興亜 阿部正栄 阿部正栄 榎園勇男 森　泰久

蒲谷登明夫 平沢　政夫 仙頭貞雄 古川　修 益子　結 関　周二 平沢　政夫 山内真希

千葉良功 寺崎　保 羽根坂和 手塚喜弘 山田金丸 吉田　亨 菅原　明 星野雪夫

福田　博 久保田興太郎 葛西　光秋 庄司克彦 星　慶明 福田　博 岩永清重 石川榮治

髙橋冨男 髙橋冨男 髙橋冨男 髙橋冨男 髙橋冨男 髙橋冨男 髙橋冨男 石山恵子

神尾昌章 野口昭七 小松伸哉 竹本定之助 大塚愛治 鈴木　巌 吉田恒雄 小林　功

小林　佶 栗原　惇 佐藤　繁 島　豊一 岩田義雄 瀧本　猛 小林　佶 島　豊一

佐藤信太郎 佐藤信太郎 佐藤信太郎 菊地武輝 馬場ミツエ 田子則之 横島　章 香川正勝

島津信夫 島津信夫 島津信夫 吉川慎助 吉川慎助 内田博隆 内田博隆 中嶋誠次

渡辺善太郎 小松豊司 小松豊司
杉田守
・座間広大

柿本幸夫 市川義朗 神澤　松男 神澤　松男

竹内　隆 竹内　隆 長瀬　清 長瀬　清 竹内　隆 竹内　隆 野中公雄 野中公雄



野呂正人 伊藤兵次郎 菊地陸郎 松崎正行 小澤秀雄 佐藤賢策 中山幸蔵 武田信勝

金　義麿 金　義麿 金　義麿 綱淵與一 田中武司 田中武司 小泉勝雄 児玉健一郎

昭和６０年 昭和６１年 昭和６２年 昭和６３年 平成元年 平成２年 平成３年 平成４年

高橋冨男 高橋冨男 高橋冨男 高橋冨男 高橋冨男 高橋冨男 高橋冨男 沼口繁雄

金　義麿 金　義麿 佐藤新太郎 長瀬　清 竹内　隆 竹内　隆 内田　博隆 神澤　松男































平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年

大谷武文 大谷武文 大谷武文 大谷武文 大谷武文 大谷武文 大谷武文 大谷武文

岩本　巌 佐野公美 加茂　效 葛巻　晃 荻野　昌喜 荻野　昌喜 荻野　昌喜 荻野　昌喜

近藤俊三 島谷健治 井川　勲 井川　勲 井川　勲 鶴岡正道 鶴岡正道 野島一夫

四宮　清 小西次男 岩田修三 高岡次郎 三浦照雄 高岡次郎 高岡次郎 高岡次郎

関口康廣 柴野敏美 佐藤光夫 柳沢泰仁 渡辺健寿 菊池武光 植木義則 多賀屋均

田中　昌洋 田中　昌洋 佐藤政雄 佐藤政雄 梶　平治 田部　定 五十嵐金次郎 五十嵐峰男

鈴木昌一 鈴木昌一 横塚裕二 横塚裕二 横田龍二 深瀬　昭 横田龍二 佐藤康夫

秋山幸雄 小野寺清太郎 梅津道介 矢野正治 中村　太 今牧省吾 岡村正治 和田　秀幸

藤倉祐光 矢部　明 小牧　晃 関　純一 渋谷晃作 瀬川芳晴 伊藤勝男 鈴本　守

日高紘一 坂上徳次 佐藤　誠 片山雅雄 岩田正男 宮崎輝久 舩久保吉昭 糸井　利明

佐伯義正 鴨志田正一 北濱　武 宮沢正治郎 上谷順彦 井上公生 山村光夫 丸茂　康

金子　榮 金子　榮 門倉　基 門倉　基 門倉　基 神藤　章 神藤　章 神藤　章



沼口繁雄 沼口繁雄 樋口　弘 樋口　弘 沼口繁雄 伊東勝己 川筋信義 川筋信義

宮川英一 宮川英一 美濃部重男 美濃部重男 井上　博 山盛多喜男 前田藤夫 岡見義雄

高畑儀三郎 橋本　昭 羽仁眞澄 成田秀治 佐藤　健司 篠原　武彦 安齋恒治 菖蒲谷英一

古川祐次 中野福次 木川　寛 及川軍一 柿田　明男 吉田　保 古川祐次 夏井　可也

千葉清春 大竹　勝 岡田定彦 芹沢　清 井上さゆり 今野洋三 阪本　敏彦 森　泰久

佐藤一郎 竹下直美 山本須美夫 平沢　政夫 砂子富士男 佐藤一郎 高橋次好 有村実昭

新妻重義 村山　弘 廣田敬三 古澤満良 吉田　亨 吉田　亨 吉川美津彦 村山　弘

大竹　廣 大澤秀男 星　宣子 斉藤知衛 福田　博 葛西　光秋 小澤一男 新井重治

渡邊政男 上谷順彦 渡部惣一 太田　保 今井　俊男 御園勝美 倉重　誠 渡部　勲

谷　義夫 山下敏弥 高橋雪夫 鈴木　巌 野口昭七 加藤　睦 吉田邦夫 岩沢敏一

佐藤　勝教 木村明裕 小室昭夫 小林　佶 小林邦彦 大沼喜美衛 佐藤　勝教 大宮孝作

香川正勝 香川正勝 保田トク子 関口勝男 山田治太郎 山田治太郎 大川　治 奈良義雄

中嶋誠次 中嶋誠次 古跡　勇 古跡　勇 古跡　勇 河井光男 河井光男 田部井　勝司

神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 金子　均 小林雅弘 小林雅弘 田中實穂

野中公雄 野中公雄 長瀬　清 長瀬　清 永田裕徳 永田裕徳 野中公雄 野中公雄



中野正元 小林道秋 前田　進 佐藤清孝 新郷勝亮 雲本安夫 佐々木ハルヨ 堀江　宏美

高橋　忠 根本政次郎 春日好典 春日好典 山本邦二 山本邦二 山本邦二 山本邦二

平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年

沼口繁雄 沼口繁雄 大谷武文 大谷武文 沼口繁雄 大谷　武文 大谷　武文 大谷　武文

神澤　松男 中嶋　誠次 神澤　松男 古跡　勇 古跡　勇 山本　邦二 山本　邦二 野中　公雄































平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

大谷武文 平林　清 平林　清 平林　清 平林　清 平林　清 大塚　英夫 大塚　英夫

荻野　昌喜 荻野　昌喜 荻野　昌喜 荻野　昌喜 茅野　徳幸 加茂　效 加茂　效 加茂　效

野島一夫 野島一夫 長坂　孔一 投野　猛雄 秋吉　一人 赤堀　朝幸 山本　義治 中村　正義

高岡次郎 高岡次郎 高岡次郎 高岡次郎 高岡次郎 高岡次郎 高岡次郎 高岡次郎

佐藤光夫 明珍　博 佐藤　光夫 市釜　研二 西田　聖郷 福田　恒夫 福田　恒夫 岡村　克巳

平成二十四年五月・市営団地建設に伴い・自治会設立

長沢真須美 高橋一男 富吉　英治 富吉　英治 富吉　英治 富吉　英治 富吉　英治 菅沼　稔

佐藤康夫 舩山　三郎 舩山　三郎 近藤　英雄 近藤　英雄 舩山　三郎 舩山　三郎 板垣　保宏

和田　秀幸 大沼俊雄 安部　隆夫 河野　茂 出口　勝美 高橋　献治 横嶋　敏春 岡林　俊一

新堀　修 高田敬三 永井　守夫 石井　鋭尚 天沼　保 佐藤　正一 池田　正康 小野　博

多川健一 (緑が丘１丁目に統合)

坂巻　克正 佐藤岩夫 大川　貴市 秋山　剛 小角　澄男 玉川　秋男 堀口　眞 中塩屋　剛一

神藤　章 神藤　章 高澤　一男 高澤　一男 高澤　一男 船橋　久 高澤　一男 会田　昌弘



川筋信義 小渕三郎 小渕三郎 小渕三郎 小渕三郎 小渕三郎 小渕三郎 小渕三郎

保母清臣 遠田昭次 佐野　仁 悪原　義春 西本　敬 鈴木　進 勝沼　秀 角田　祥夫

高橋辰雄 野田文雄 宍戸　重彦 森田　久男 小市　昌次 永持　勝 佐藤　健司 大森　良樹

平野勇蔵 山下芳浩 柿田　明男 吉田　保 夏井　可也 福田　博 木川　寛 佐々木　光正

三枝義昌 小比類巻　忠 木下　裕之 富沢　達雄 井上　さゆり 金澤　智信 光田　秀幸 直井　政男

湯上忠義 稲葉　実 川田　俊夫 菊沢　信清 高橋　美穂 平沢　政夫 奥田　道子 鈴木　保子

木村一男 土門光男 村山　弘 村山　弘 吉田　亨 吉田　亨 大岩　正和 村山　弘

松井　賢悟 松井　賢悟 松井　賢悟 葛西　光秋 葛西　光秋 星　宣子 荒木　文夫 葛西　光秋

渡部　勲 渡部　勲 渡部　勲 渡部　勲 渡部　勲 渡部　勲 鎌塚　善彦 能沢　隆

山下敏弥 木村重義 中島　茂 千葉　正夫 小出　孝道 伊藤　誠二 山下　キヌ江 小山　まい子

小林　佶 小林邦彦 鈴木　勝雄 今村　美津子 小林　佶 小林　邦彦 島　豊一 佐藤　勝教

中屋征志郎 田子則之 鳥海　忠昌 芝田　正明 金谷　眞男 石原　均 宗方　進 深川　和則

田部井　勝司 田部井　勝司 田部井　勝司 関根　和夫 関根　和夫 関根　和夫 関根　和夫 関根　和夫

菅原正世 神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 新沼　浩悦

野中公雄 野中公雄 黒澤　利昭 黒澤　利昭 黒澤　利昭 小林　春男 本村　明江 黒田　信雄



中山幸蔵 平塚忠雄 金子　野武男 金子　野武男 菊地　陸郎 北代　照明 浜谷　俊郎 草間　要

山本邦二 山本邦二 門倉　茂 門倉　茂 青木　久 青木　久 門倉　茂 門倉　茂

平林　清 平林　清

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

大谷　武文 荻野　昌喜 荻野　昌喜 荻野　昌喜 神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 平林　清
平林　清 平林　清
会田　昌弘 会田　昌弘

野中　公雄 野中　公雄 田部井　勝司 神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 神澤　松男 門倉　茂































平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年

大塚　英夫 大塚　英夫 阿部　明博 阿部　明博 阿部　明博 阿部　明博 阿部　明博 平成２９年

深見　雅典 山本　博 松本　正義 高橋　利昌 高橋　利昌 高橋　利昌 茅野　徳幸 平成３０年

中村　正義 中村　正義 中禮　和海 中禮　和海 中禮　和海 中禮　和海 和田　州治 平成３１年

高岡次郎 神宮　秀雄 中村　博 高橋　秀憲 伊藤　秀信 竹尾　秀一 座間　幸夫 藤本　征志

佐藤　光夫 椚山　美砂子 下釜　研二 岩上　　隆 三沢　雅史 横山　久美子 菊池　直人 菊池　直人

平成二十四年五月・市営団地建設に伴い・自治会設立 西村　則夫 米澤　和孝 狐塚　利通 田中　正雄 田中　正雄

田中　昌洋 田中　昌洋 田中　昌洋 飯高　不二男 水沢　公人 水沢　公人 水沢　公人 菅沼二十生

板垣　保宏 板垣　保宏 板垣　保宏 宮﨑　雄一郎 宮﨑　雄一郎 板垣　保宏 板垣　保宏 板垣　保宏

岡林　俊一 田中　好二 矢口　績 八澤　孝哉 和田　秀幸 和田　秀幸 和田　秀幸 深瀬　博司

大橋　和行 野口　道生 野口　道生 永井　守夫 永井　守夫 平崎　照夫 花田　晃 糸井　利明

吉田　政二 石川　博 山澤　忠治 宮﨑　好一 坂巻　克正 坂巻　克正 坂巻　克正 山澤　忠治

会田　昌弘 会田　昌弘 阿部　俊夫 阿部　俊夫 阿部　俊夫 阿部　俊夫 阿部　俊夫 駒村　秀則



小渕三郎 小渕三郎 小渕三郎 佐々木　孝之 佐々木　孝之 佐々木　孝之 佐々木　孝之 佐々木　孝之

深谷　政寿 山田　弘 石井　清子 渡邊　充 赤岡　芳子 吉本　浄輝 木下　和憲 大坊　繁

篠原　武彦 宍戸　重彦 本田　幸史 村田　拓也 佐藤　善彦 山田　暿子 山田　暿子 佐藤　健司

橘田　宇功

柿田　明男 柿田　明男 中田　壮一 飯沼　政光 福田　博 柿田　明男 柿田　明男 夏井　敦

大槻　玲子 大槻　玲子 阪本　敏彦 阿部正栄 榎園　勇男 鈴木　康之 青木　茂雄 阪本　敏彦

竹本　浩司 爾見　理奈 杉山　義雄 渡辺　靖久 渡辺　靖久 杉山　義雄 安藤　浩秋 安藤　浩秋

羽根　千尋 稲永　眞里子 大岩　正和 大岩　正和 大岩　正和 吉田　亨 吉田　亨 佐藤　政幸

三枝　光一 星　宣子 高野　訓男 葛西　光秋 木本　美雪 小川　ミツ 青木　美知子 伊藤　真理

山本　憲子 今井　俊男 渡部　勲 石山恵子 田村　美穂 能沢　隆 山本　憲子 今井　俊男

開米　秀雄 井上　賢三 朝武士　梨津子 梅澤　芳夫 宮田　和浩 森井　進 田中　道夫 田中　道夫

長澤　茂 今村　宏幸 鈴木　勝雄 鈴木　勝雄 田袋　保子 渡部　朗 池田　秀一 今村　美津子

新井　進 天野　勝吉 石原　均 石原　均 石原　均 石原　均 石原　均 石原　均

小倉　偉男 小倉　偉男 小倉　偉男 小倉　偉男 馬場　吉博 馬場　吉博 安藤　順夫 安藤　順夫

新沼　浩悦 堀之内　幸弘 堀之内　幸弘 堀之内　幸弘 南　　雄二 南　　雄二 南　　雄二 南　　雄二

川畑　旭 黒澤　利昭 小林　春男 川畑　旭 川畑　旭 本村　純二 黒田　信雄 鈴木　正勝



吉田　公一 堀江　宏美 権守　摂元 堀江　公之輔 割柏　秀規 割柏　秀規 割柏　秀規 青木　進一

門倉　茂 坂元　猛 坂元　猛 坂元　猛 松久　友重 坂元　猛 坂元　猛 錦織　伸一

平林　清 平林　清 平林　清 平林　清

平林　清 平林　清 平林　清 平林　清 田中　昌洋 田中　昌洋 田中　昌洋 田中　昌洋
田中　昌洋 板垣　保宏 中禮　和海 中禮　和海
板垣　保宏

阿部　俊夫

山田　暿子

鈴木　勝雄 鈴木　勝雄 鈴木　勝雄
門倉　茂 門倉　茂 門倉　茂 門倉　茂 門倉　茂

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２７年

平林　清 平林　清 平林　清 平林　清 平林　清 平林　清 平林　清 平林　清
平林　清 平林　清 平林　清 平林　清 田中　昌洋 田中　昌洋 田中　昌洋 田中　昌洋
会田　昌弘 阿部　俊夫 阿部　俊夫 阿部　俊夫 阿部　俊夫 阿部　俊夫 阿部　俊夫 阿部　俊夫

大岩　正和 大岩　正和 大岩　正和 鈴木　勝雄 鈴木　勝雄 鈴木　勝雄

門倉　茂 小倉　偉男 小倉　偉男 門倉　茂 門倉　茂 門倉　茂 門倉　茂 門倉　茂































平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年 平成３３年 平成３４年 平成３５年 平成３６年



































平成３７年 平成３８年 平成３９年






