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平成２４年度区長（区長会）新体制決まる！

　平成２４年度阿蘇市区長会総会が４月２０日、阿蘇プラザホテルで開かれ、本年度の新体制が整いました。区
長会長は昨年に続き武田賢次氏（古城５の２区）、副会長には昨年に続き園田晴夫氏（道尻）、新たに阿南米夫氏
（滝水）が選任されました。
　本年度の各行政区の区長及び区長会役員は以下のとおりです。

町１区 杉本　蘇助 古城３の１区 甲斐　照久 深葉 佐藤　眞佐雄 下西黒川 小野　誠三

町２区 山部　公望 古城３の２区 甲斐　英則 西小園 小島　良邦 乙姫 松本　克巳

北１区 松嶋　桂一 古城４区 井　　征雄 折戸 山本　産雄 黒川千丁 西岡　光俊

北２区 田嶋　英敏 古城５の１区 家入　秀生 宇土 小山　忠男 永草 永田　智昭

東１区 岩下　正治 古城５の２区 武田　賢次★ 浜川 坂田　一雄 枳 橋本　保德

東２区 山口　義博 古城６区 和田　壽輔 鷲の石 山部　佳剛 赤水 中村　敬一

東３区 井　　重徳 古城７区 坂梨　孝一 原の口 相坂　治幸 車帰 山本　孝德★

西１区 田上　睦雄 原口 川添　洋吉 山田 大田黒　元吉 狩尾１区 坂梨　鐵男

西２区 池部　芳明 上井手 佐藤　英聖 小倉 宮﨑　達男★ 狩尾２区 大木　福男

西３区 河島　次義 下井手 佐藤　次吉 西小倉 森本　榮二 狩尾３区 坂梨　正士

古神１区 川野　輝彰 中原 岩下　經之 小池 工藤　重行 跡ヶ瀬 上島　博喜★

古神２区 時田　勲 西井手 本田　廣喜 黒流町 橋本　勲 的石 山内　政治

古神３区 林　　董★ 上西河原 松田　征次 今町 大和　建一 楢木野 森　　新一

分１区 村山　誠也 下西河原 和田　久徳 下の原 北里　榮介 赤仁田 古澤　止

分２区 村上　邦彦 上東下原 加久　欣治 新村 岩下　次男 小園 丸山　正春

分３区 今村　政雄 下東下原 甲斐　俊夫★ 小野田町 和田　正次 小地野 橋本　幸生★

塩塚 髙橋　進一 西下原 駿河　義美 本村 和田　茂美 笹倉 阿南　忠治

古閑 髙木　逸美 片隅 笹原　広行 茗ヶ原 橋本　勝徳 坂の上 後藤　博德

神石 市原　秋友 荻の草 井野　寿一 道尻 園田　晴夫★ 大道 藤井　貴美夫★

福岡 市原　鉄朗 舞谷 中村　道哉 下役犬原 坂本　干城 立塚 石田　敬信★

上町 吉田　精雄 内牧１区 白石　博春 上役犬原 國武　香 横堀 佐藤　日出生

東仲町 齊藤　幸一 内牧２区 今井　信博 西町 家入　勝 遊雀 加藤　勝幸

西仲町 石山　幸利 内牧３区 藤川　晶夫 竹原 佐藤　義廣 中道 市原　豊一

下町 中川　武雄★ 内牧４区 今村　邦治 蔵原 竹原　憲一 山崎 楢木野　隆康

桜町 平岡　鑑善 内牧５区 野口　保 東黒川 大塚　萬喜 仁田水 楢木野　信治

福原 宮﨑　昭光 成川 宮本　数廣 坊中 髙津　光喜 中江 佐藤　愼一

馬場 岩下　重雄 小里 大倉　勝弘★ 南黒川 池田　文一 滝水 阿南　米夫★

豆札 渡邊　靖昭 南宮原 島津　圭典 元黒川 倉本　健吉
各地区代表区長（役員）は
★のマークが目印。

古城１区 坂梨　照幸 湯浦 髙本　敏光 北黒川 江藤　幸輝

古城２区 井　　靖征 西湯浦 下田　英雄 上西黒川 若宮　忠已

【 平 成 2 4 年 度 区 長 一 覧 】 （敬称略）
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中通隣保館の名称を変更しました

阿蘇市幹線道路が一部開通しました

　４月１日から中通隣保館を「カルデラＡＳＯ」と
名称変更しました。
　当施設は、地域住民の福祉の向上と人権啓発の拠
点施設として、各種相談事業や市民交流事業を行っ
ています。また、市民のコミュニティーの場として
各種会合や研修会等にも利用されています。

（写真は４月２日に行われた除幕式の様子。）

　平成１９年度から整備を進めていた阿蘇市幹線道
路の一部である下西河原塩井線（小野田から県道別
府一の宮線まで：延長約３．７km）が開通しました。
これにより広域農道を含む赤水～宮地の区間（延長
９．９km）の整備が完了しました。
　工事期間中は皆さまに大変ご迷惑をおかけしまし
た。交通ルールを守り安全運転でご利用ください。
　なお、今後も２期工事として、未整備ヶ所を整備
する予定です。ご理解とご協力をお願いします。

（写真は整備された別府一の宮線の交差点。）

阿蘇市消防団辞令交付式　新たに５５人の新入団員を迎える！

　阿蘇市消防団辞令交付式が４月２日、市役所で
行われ、昇任者や新入団員に辞令が交付されまし
た。今年度は新たに５５人の団員が入団。総団員数
７９５人の体制で取り組みます。

職名 氏名
団長 古澤志喜男

副団長 室　　恒和
副団長 木村裕次郎
副団長 髙宮　隆博

第１分団長 宿利　直也
第２分団長 伊藤　昭生
第３分団長 宮﨑　英雄
第４分団長 藤岡　周治
第５分団長 梅野　孝徳
第６分団長 楢木野政一
第７分団長 高日　久光
第８分団長 橋本　賢也
第９分団長 甲斐　桂史

第１０分団長 中村　博幸
第１１分団長 山内　利公
第１２分団長 秦　　義文
女性消防班長 今村加奈子

【平成２４年度消防団幹部名簿】

▲新入団員を代表して宣誓書を読み上げる
坂東 將さん。（内牧３区）
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