
●兵庫西支部の歩み（平成１１年～）

平成11年 幹 事  片山 博雄〈神戸〉（兵庫西地区全域・総括）
5月24日 副幹事  木村  正 〈西宮〉（西宮地区委員・幹事補佐）

地区委員
松本 周三〈神戸〉（芦屋、神戸西地区委員・会計）
松本 勍司〈神戸〉（神戸除く東灘 地区委員・レポータ）
芝本 政次〈小野〉（県西北地区委員）

平成12年 地区委員、松本 勍司〈神戸〉の都合による期中退任により
1月11日 （後任）藤原 博之〈神戸〉が選任され、幹事、地区委員はともに

留任が承認された。
＊平成12年度「全国総会」代議員には、木村 正、藤原 博之が
承認された。

平成12年 平成12年度、松愛会役員人事変更に伴い、副会⾧に片山 博雄
2月16日 幹事の登用が示されたので、 地区の後任人事の検討が

なされた。
（後任幹事）  木村 正  〈西宮〉
（後任副幹事） 松本 周三 〈神戸〉 会計担当業務のまま。
（新任地区委員）中尾 誠良 〈西宮〉 西宮担当地区委員。
平成12年度「全国総会」代議員には、 藤原 博之、中尾 誠良に
変更を決議。
以上、4件を年次地区総会にて承認を求める。

平成12年 幹事、片山 博雄〈神戸〉の松愛会副会⾧として昇任に伴い
5月18日 （後任）木村 正〈西宮〉が幹事に、 （後任）松本 周三〈神戸〉が

副幹事に、西宮地区委員に（新任）中尾 誠良〈西宮〉が選任
されて、それぞれ承認された。
＊なお、退任地区委員 松本 勍司〈神戸〉には、引き続き
 当地区の「会報レポーター」、 三つの「同好会活動」世話役と
 して活躍願うこととした。

平成13年 新年度の幹事（支部⾧）の選出、副幹事（副支部⾧）、
1月13日 地区委員（会計）の選任、 全員が留任で承認された。

支 部 ⾧ 木村    正 （西宮）【留任】（兵庫西支部全域・総括）
副支部⾧  松本 周三（神戸）【留任】（会計・芦屋・神戸東灘）
地区委員
 中尾 誠良（西宮）【留任】（西宮）
 藤原 博之（神戸）【留任】 （東灘区を除く 神戸市）
 芝本 政次（小野）【留任】（県西北部）
＊松本 勍司（神戸）には引き続き会報レポーター、同好会活動
 の世話役をお願いする。
＊平成13年度、全国総会代議員に 松本 周三（神戸）
 芝本 政次（小野）の 2名が選出承認された。

平成13年 全国総会報告の後、平成12年度の活動・収支報告が承認され、
5月26日 平成13年度の活動・収支計画も承認された。

平成14年 H14年度地区委員の増員、本部承認された。
2月27日 今年より支部で決定可能になり以下体制にする。

支 部 ⾧ 木村  正  総括
副支部⾧  松本 周三 (神戸市 東灘区・灘区)
地区委員
 新 奥山 信二 (西宮市 東部)   中尾 誠良 (西宮市 西部)
 新 岡屋 歳子 (芦屋市)
   藤原 博之 (神戸市 除く東灘区・灘区 ・淡路)
 新 藤尾 正信  （県西北部)
＊地区委員 芝本 政次 任期満了につき退任。
＊会報レポーター 松本 勍司 退任 引き続き同好会担当。
＊H14年度全国総会代議員 松本 周三・藤尾 正信の 2名選出。

平成14年 全国総会の議事報告・承認の後、上記 H14年度地区委員の
5月8日 増員・選任が承認された。

＊また、平成13年度の活動・収支報告が承認され、
 平成14年度の活動・収支計画も承認された。

平成15年 平成15年度 役員体制 平成14年度役員全員留任。
2月25日 ＊H15年度全国総会代議員 奥山 信二・岡屋 歳子の 2名選出。

平成15年 全国総会の議事報告・承認。
5月9日 ＊平成14年度の活動・収支報告が承認され、平成15年度の

 活動・収支計画も承認された。
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平成16年 平成１６年度役員体制
2月25日 支部⾧  退任：木村 正   後任：上田 勝

副支部⾧ 退任：松本 周三  後任：諏沢 文孝
地区委員 留任：奥山 信二  神戸市【除く東灘・灘区】・淡路

  〃   〃   ：岡屋 歳子  芦屋市

  〃   〃   ：藤尾 正信  県西北地区

  〃  新任：吉川 斌雄  西宮市西部

  〃  退任：中尾 誠良
  〃  新任：関口 彪   神戸市東灘・灘区

  〃  退任：藤原 博之
平成１６年度全国総会代議員に 諏澤 文孝 選出。

平成16年 全国総会の議事報告・承認。
5月8日 ＊平成15年度の活動・収支報告が承認され、平成16年度の

 活動・収支計画も承認された。

平成17年 平成17年度 役員体制 平成16年度役員全員留任。
2月23日 ＊H17年度全国総会代議員 吉川 斌雄・関口 彪の 2名選出。

平成17年 全国総会の議事報告・承認。
5月8日 ＊平成16年度の活動・収支報告が承認され、平成17年度の

 活動・収支計画も承認された。

平成18年 平成１８年度役員体制
2月22日 支部⾧  留任：上田 勝   全 般

副支部⾧ 〃 ：諏沢 文孝  神戸市（除く東灘・灘区）・淡路地区

地区委員 新任：工藤 慎一郎 西宮市東部地区

  〃  留任：吉川 斌雄  西宮市西部地区

  〃  新任：高山 敏男  芦屋市

  〃  留任：関口 彪   神戸市東灘・灘区

  〃   〃   ：藤尾 正信  県西北地区

  〃  退任：岡屋 歳子  引き続き「会計担当」（専任）

  〃   〃   ：奥山 信二  引き続き「 ＨＰ 担当」（専任）

平成１８年度全国総会代議員に 高山 敏男 選出。

平成18年 全国総会の議事報告・承認。
5月14日 ＊平成17年度の活動・収支報告が承認され、平成18年度の

 活動・収支計画も承認された。

平成19年 平成１９年度役員体制
2月21日 支部⾧  留任：上田 勝  全 般

副支部⾧ 新任：佐伯 侃
地区委員 留任：工藤 慎一郎 西宮市東部地区（〒663・〒669）

  〃   〃   ：吉川 斌雄  西宮市西部地区（〒662・〒651）

  〃   〃   ：高山 敏男  芦屋市

  〃   〃   ：関口 彪   神戸市東灘・灘区

  〃   〃   ：諏沢 文孝  神戸市（除く東灘・灘区）・淡路地区

  〃  新任：結城 敏弘  県西北地区

  〃  退任：藤尾 正信
専門担当 留任：岡屋 歳子  会計担当

  〃  新任：北中 二郎  ＨＰ 担当(2007/10/1 新任)

  〃  退任：奥山 信二  ＨＰ 担当(2007/10/1 退任)

平成１９年度全国総会代議員に 関口 彪 選出。

平成19年 全国総会の議事報告・承認。
5月20日 ＊平成18年度の活動・収支報告が承認され、平成19年度の

 活動・収支計画も承認された。

平成20年 平成２０年度役員体制案
2月20日 支部⾧  退任：上田 勝  後任：佐伯 侃

副支部⾧ 退任：佐伯 侃  後任：吉川 斌雄
地区委員 留任：工藤 慎一郎 西宮市東部地区（〒663・〒669）

  〃  新任：池田 武資  西宮市西部地区（〒662・〒651）

  〃  留任：高山 敏男  芦屋市地区

  〃   〃   ：関口 彪   神戸市東灘・灘区

  〃  新任：門木 正生  神戸市（除く東灘・灘区）・淡路地区

  〃  退任：諏沢 文孝
  〃  留任：結城 敏弘  県西北地区

専門担当 留任：岡屋 歳子  会計担当

  〃  留任：北中 二郎  ＨＰ 担当

平成２０年度全国総会代議員 工藤 慎一郎、結城 敏弘
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平成20年 全国総会の議事報告・承認。
5月25日 ＊平成19年度の活動・収支報告を承認。

＊平成20年度の役員体制、活動・収支計画を承認。

平成21年 5月度 ＊年次支部総会を中止（インフルエンザ感染防止）
5月18日 臨時地区委員会 ＊議案書は送付。出席予定者への電話確認で承認を得る。

平成２１年度役員体制
支部⾧  留任：佐伯 侃
副支部⾧ 留任：吉川 斌雄
地区委員 留任：工藤 慎一郎 西宮市東部地区（〒663・〒669）

  〃   〃   ：池田 武資  西宮市西部地区（〒662・〒651）

  〃   〃   ：高山 敏男  芦屋市

  〃   〃   ：関口 彪   神戸市東灘・灘区

  〃   〃   ：門木 正生  神戸市（除く東灘・灘区）・淡路地区

  〃   〃   ：結城 敏弘  県西地区

  〃  新任：岡田 清信  県北地区

専門担当 留任：岡屋 歳子  会計担当

  〃   〃   ：北中 二郎  ＨＰ 担当

平成２１年度全国総会代議員 池田 武資、門木 正生

平成22年 平成２２年度役員体制案
2月17日 支部⾧   再任：佐伯 侃

副支部⾧ 退任：吉川 斌雄  後任：池田 武資
地区委員 新任：瀬川 義章  西宮市東部地区（〒663・〒669）

  〃  退任：工藤 慎一郎
  〃  新任：福崎 三代一 西宮市西部地区（〒662・〒651）

  〃  退任：池田 武資
  〃  留任：高山 敏男  芦屋市地区

  〃  新任：石橋 幸次  神戸市東灘・灘区

  〃  退任：関口 彪
  〃  再任：門木 正生  神戸市（除く東灘・灘区）・淡路地区

  〃  留任：結城 敏弘  県西地区

  〃  留任：岡田 清信  県北地区

専門担当 新任：関口 彪   会計担当

  〃  退任：岡屋 歳子  会計担当

  〃  留任：北中 二郎  ＨＰ 担当

平成２２年度全国総会代議員 工藤 慎一郎、岡田 清信

平成22年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。
5月23日 ＊平成21年度の活動・収支報告を承認。

＊平成22年度の役員体制、活動・収支計画を承認。

平成23年
2月19日

平成23年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。
5月29日 ＊平成22年度の活動・収支報告を承認。

＊平成23年度の役員体制、活動・収支計画を承認。
  ９地区委員体制になる。
支部⾧   退任：佐伯 侃   後任：下上 晃正
副支部⾧留任  ：池田 武資
地区委員  留任：瀬川 義章  西宮市東部地区（〒663）

  〃   留任：福崎 三代一   西宮市西部地区（〒662）

  〃   新任：門山 茂則  西宮市北部地区（〒669・〒651）

  〃   新任：石本 英一  芦屋市地区

  〃   退任：高山 敏男
  〃   留任：石橋 幸次  神戸市東部地区 （東灘区）

  〃   新任：畑  忠夫  神戸市中部地区（灘・中央・兵庫・⾧田・北区）

  〃   留任：門木 正生  神戸市西部（須磨・垂水・西区）淡路地区

  〃   新任：南 英雄   県西部地区

  〃   退任：結城 敏弘
  〃   新任：鈴川 敏夫  県北部地区

  〃   退任：岡田 清信
専門担当  新任：大石 卓司  会計担当

  〃   退任：関口 彪
  〃   再任：北中 二郎  ＨＰ 担当

平成24年
2月18日

2月度地区委員会 平成２３年度全国総会代議員 瀬川 義章、石橋 幸次

年次支部総会
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年次支部総会

年次支部総会

2月度地区委員会



平成24年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。
5月20日 ＊平成23年度の活動・収支報告を承認。

＊平成24年度の役員・委員体制、活動・収支計画を承認。
支部⾧   留任：下上 晃正
副支部⾧  再任：池田 武資
地区委員  再任：瀬川 義章  西宮市東部地区（〒663）

  〃   再任：福崎 三代一   西宮市西部地区（〒662）

  〃   留任：門山 茂則  西宮市北部地区（〒669・〒651）

  〃   留任：石本 英一  芦屋市地区

  〃   再任：石橋 幸次  神戸市東部地区（東灘区）

  〃   留任：畑 忠夫   神戸市中部地区（灘・中央・兵庫・⾧田・北区）

  〃   新任：増田 博正  神戸市西部（須磨・垂水・西区）淡路地区

  〃   退任：門木 正生
  〃   留任：南 英雄   県西部地区

  〃   留任：鈴川 敏夫  県北部地区

専門担当  留任：大石 卓司  会計担当

  〃   留任：北中 二郎  ＨＰ 担当

平成25年
2月24日

平成25年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。
5月19日 ＊平成24年度の活動・収支報告を承認。

＊平成25年度の役員・委員体制、活動・収支計画を承認。
支部⾧  退任：下上 晃正  後任：瀬川 義章
副支部⾧ 退任：池田 武資  後任： 畑 忠夫
地区委員 新任：勝連 城二  西宮市東部地区（〒663）

  〃  退任：瀬川 義章
  〃  新任：井上 和幸  西宮市西部地区（〒662）

  〃  退任：福崎 三代一
  〃  再任：門山 茂則  西宮市北部地区（〒669・〒651）

  〃  再任：石本 英一  芦屋市地区

  〃  留任：石橋 幸次  神戸市東部地区（東灘区）

  〃  新任：水田富士男  神戸市中部地区（灘・中央・兵庫・⾧田・北区）

  〃  退任：畑 忠夫
  〃  留任：増田 博正  神戸市西部（須磨・垂水・西区）淡路地区

  〃  再任：南 英雄   県西部地区

  〃  再任：鈴川 敏夫  県北部地区

専門担当 再任：大石 卓司  会計担当

  〃  再任：北中 二郎  ＨＰ 担当

平成26年
2月8日

平成26年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。
5月25日 ＊平成25年度の活動・収支報告を承認。

＊平成26年度の役員・委員体制、活動・収支計画を承認。
支部⾧  留任：瀬川 義章
副支部⾧ 留任：畑 忠夫
地区委員 新任：栗原 清    西宮東部地区（〒663）

  〃  退任：勝連 城二
  〃  留任：井上 和幸   西宮西部地区（〒662）

  〃  留任：門山 茂則   西宮・神戸北部地区

                        西宮市（〒669・〒651）

                        神戸市北区（〒651-13**・〒651-14**・〒651-15**）

  〃  新任：福田 功   芦屋地区

  〃  退任：石本 英一
  〃  新任：北岡 英希  神戸東部地区（東灘区）

  〃  退任：石橋 幸次
  〃  留任：水田富士男  神戸中部地区（灘・中央・兵庫・⾧田・北区）

  〃  再任：増田 博正  神戸西部（須磨・垂水）淡路地区

  〃  新任：稲垣 晴一  神戸西区・三木地区（西区及び三木市）

  〃  新任：友滝 英紀  播磨東部地区（明石・高砂・加古川・小野・加西・加東・

                      西脇市及び加古郡）

  〃  新任：山根 義則  播磨西部地区（姫路・たつの・相生・赤穂・宍粟市・

                      太子町・上郡町及び市川町）

  〃  退任：南 英雄
  〃  留任：鈴川 敏夫  県北部地区

年次支部総会

年次支部総会

2月度地区委員会 平成２５年度全国総会代議員 畑 忠夫、石本 英一

年次支部総会

2月度地区委員会 平成２６年度全国総会代議員 門山 茂則、増田 博正。



専門担当 新任：佐々木 隆保 会計担当

  〃  退任：大石 卓司
  〃  留任：北中 二郎  ＨＰ 担当

平成27年
2月15日

平成27年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。
5月17日 ＊平成26年度の活動・収支報告を承認。

＊平成27年度の役員・委員体制、活動・収支計画を承認。
支部⾧  退任：瀬川 義章  後任： 畑 忠夫
副支部⾧ 退任： 畑 忠夫  後任：福田 功
地区委員 留任：栗原 清   西宮東部地区（〒663）

  〃  再任：井上 和幸  西宮西部地区（〒662）

  〃  再任：門山 茂則  西宮・神戸北部地区

                       西宮市（〒669・〒651）

                       神戸市北区（〒651-13**・〒651-14**・〒651-15**）

  〃  留任：福田 功   芦屋地区

  〃  留任：北岡 英希  神戸東部地区（東灘区）

  〃  再任：水田富士男  神戸中部地区（灘・中央・兵庫・⾧田・北区）

  〃  留任：増田 博正  神戸西部（須磨・垂水）淡路地区

  〃  留任：稲垣 晴一  神戸西区・三木地区（西区及び三木市）

  〃  留任：友滝 英紀  播磨東部地区（明石・高砂・加古川・小野・加西・加東・

                       西脇市及び加古郡）

  〃  新任：谷口 誠一  播磨西部地区（姫路・たつの・相生・赤穂・宍粟市・

                      太子町・上郡町・市川町・神河町・佐用町・福崎町）

  〃  退任：山根 義則
  〃  再任：鈴川 敏夫  県北部地区

専門担当 留任：佐々木 隆保 会計担当

  〃  再任：北中 二郎  ＨＰ 担当

平成28年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。
5月15日 ＊平成27年度の活動・収支報告を承認。

＊平成28年度の役員・委員体制、活動・収支計画を承認。
支部⾧  留任：畑 忠夫
副支部⾧ 留任：福田 功
地区委員 再任：栗原 清   西宮東部地区（〒663）

  〃  留任：井上 和幸  西宮西部地区（〒662）

  〃  留任：門山 茂則  西宮・神戸北部地区

                       西宮市（〒669・〒651）

                       神戸市北区（〒651-13**・〒651-14**・〒651-15**）

  〃  留任：野村 由美  芦屋地区

  〃  再任：北岡 英希  神戸東部地区（東灘区）

  〃  留任：水田富士男  神戸中部地区（灘・中央・兵庫・⾧田・北区）

  〃  再任：増田 博正  神戸西部（須磨・垂水）淡路地区

  〃  再任：稲垣 晴一  神戸西区・三木地区（西区及び三木市）、HP担当

  〃  再任：友滝 英紀  播磨東部地区（明石・高砂・加古川・小野市・加西・加東・

                      西脇市及び加古郡）

  〃  留任：谷口 誠一  播磨西部地区（姫路・たつの・相生・赤穂・宍粟市・

                       太子町・上郡町・市川町・神河町・佐用町・福崎町）

  〃  新任：田村 明正  県北部地区

  〃  退任：鈴川 敏夫
専門担当 再任：佐々木 隆保 会計担当

  〃  退任：北中 二郎
平成29年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。

5月14日 ＊平成28年度の活動・収支報告を承認。
＊平成29年度の役員・委員体制、活動・収支計画を承認。
支部⾧  再任：畑 忠夫
副支部⾧ 再任：福田 功
地区委員 留任：栗原 清   西宮東部地区（〒663）

  〃  再任：井上 和幸  西宮西部地区（〒662）

  〃  新任：塚本 昇   西宮・神戸北部地区

                       西宮市（〒669・〒651）

                       神戸市北区（〒651-13**・〒651-14**・〒651-15**）

  〃  再任：野村 由美  芦屋地区

  〃  留任：北岡 英希  神戸東部地区（東灘区）

  〃  再任：水田富士男  神戸中部地区（灘・中央・兵庫・⾧田・北区）

2月度地区委員会 平成２７年度全国総会代議員 井上 和幸、水田富士男

年次支部総会

年次支部総会

年次支部総会



  〃  留任：増田 博正  神戸西部（須磨・垂水）淡路地区

  〃  留任：稲垣 晴一  神戸西区・三木地区（西区及び三木市）、HP担当

  〃  留任：友滝 英紀  播磨東部地区（明石・高砂・加古川・小野・加西・加東・

                      西脇市及び加古郡）

  〃  再任：谷口 誠一  播磨西部地区（姫路・たつの・相生・赤穂・宍粟市

                      太子町・上郡町・市川町・神河町・佐用町・福崎町）

  〃  留任：田村 明正  県北部地区

  〃  退任：門山 茂則
専門担当 留任：佐々木 隆保 会計担当

  〃  新任：武⾧ 美樹  HP担当

平成30年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。
5月13日 ＊平成29年度の活動・収支報告を承認。

＊平成30年度の役員体制、活動・収支計画を承認。
支部⾧  新任：福田 功
副支部⾧ 新任：稲垣 晴一
支部役員 再任：栗原 清   西宮東部地区（〒663）

  〃  新任：松本 和久  西宮西部地区（〒662）

  〃  新任：塚本 昇   西宮・神戸北部地区

                       西宮市（〒669・〒651）

                       神戸市北区（〒651-13**・〒651-14**・〒651-15**）

  〃  留任：野村 由美  芦屋地区

  〃  再任：北岡 英希  神戸東部地区 （東灘区）

  〃  新任：塩飽 誉之  神戸中部地区

                       灘・中央・兵庫・⾧田・

                       北区（〒651-11**・〒651-12**）

  〃  新任：専野 秀和  神戸西部（須磨・垂水）淡路地区

  〃  新任：細川 幸一  神戸西区・三木地区 （西区及び三木市）

  〃  新任：立花 龍彦  播磨東部地区（姫路・たつの・相生・赤穂・宍粟・明石・

                      高砂・加古川・小野市・加西・加東・西脇市及び加古郡）

  〃  留任：谷口 誠一  播磨西部地区（姫路・たつの・相生・赤穂・宍粟市・

                      太子町・上郡町・市川町・神河町・佐用町・福崎町）

  〃  再任：田村 明正  県北部地区

専門担当 再任：佐々木 隆保 会計担当

  〃  留任：武⾧ 美樹   HP担当

退任：畑 忠夫、井上 和幸、水田富士男、増田 博正、友滝 英紀
２０１９年 全国総会の報告、支部議事報告・承認。

5月19日 ＊2018年度の支部活動・収支報告を承認。
＊2019年度の役員改選、活動方針・計画、活動予算を承認。

*以降西暦表示 支部⾧  留任：福田 功
副支部⾧ 留任：稲垣 晴一
支部役員 新任：宮林 幹   西宮東部地区（〒663）

  〃  留任：松本 和久  西宮西部地区（〒662）

  〃  再任：塚本 昇   西宮・神戸北部地区

                       西宮市（〒669・〒651）

                       神戸市北区（〒651-13**・〒651-14**・〒651-15**）

  〃  新任：福和 直人  芦屋地区

  〃  新任：氷見 隆   神戸東部地区 （東灘区）

  〃  留任：塩飽 誉之  神戸中部地区

                       灘・中央・兵庫・⾧田・

                       北区（〒651-11**・〒651-12**）

  〃  留任：専野 秀和  神戸西部（須磨・垂水）淡路地区

  〃  留任：細川 幸一  神戸西区・三木地区 （西区及び三木市）

  〃  留任：立花 龍彦  播磨東部地区（姫路・たつの・相生・赤穂・宍粟・明石・

                      高砂・加古川・小野市・加西・加東・西脇市及び加古郡）

  〃  再任：谷口 誠一  播磨西部地区（姫路・たつの・相生・赤穂・宍粟市

                      及び太子町・上郡町・市川町・神河町・佐用町・福崎町）

  〃  留任：田村 明正  県北部地区

専門担当 新任：野村 由美  会計担当

  〃  再任：武⾧ 美樹  HP担当

退任：栗原 清、北岡 英希、野村 由美、佐々木 隆保

年次支部総会

年次支部総会


