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令和元年 12月 号 協 会 だ よ り (2)一一―

愛知県年金受給者協会支部役員(評議員)の改選について(お願い)

師走の候、会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃は、愛知県年金受給者協会の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度、愛知県年金受給者協会の現役員の任期が来年の 3月 31日 を以つて満了となりますので、下記名簿

の方々を新役員として選出させていただきたいと存じます。

新役員の任期は令和 2年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 までの2年 PB5で す。
ご異議のある方は、 1月 7日 までに、下記へ書面にてご連絡下さいますようお願い申し上げます。

||「T守,1ず

役員(評議員)候補者名簿

支部名 :民 1名 仁 1所 備■考 支部名 氏  名 住 ‐所 備 |‐1者

大曽根 山中 将樹 名古屋市中村区 再任 大曽根 秋葉  彊 名古屋市千種区 再任
河井 勝哉 名古屋市東区 // 金澤 史郎 // //

// 水野 道夫 名古屋市守山区 新任

中 村 新谷 松芳 丹羽郡扶桑町 再任 中 村 根 本 敦司 あま市 再引壬
// 久米 茂彦 あま市 // // 一則 幸雄 名古屋市中村区 //

伊藤 づ夫 名古屋市南区 // // 中尾 ―郎 海部郡大治町 //

鶴  舞 松本 圧平 名古屋市中村区 再任 鶴 舞 浅見 洋子 長久手雨 再任
// 林  三芳 名古屋市中区 // // 伊藤 忠義 名古屋市千種区 //

熱  田 奥田 龍志 名古屋市港区 再任 烈  田 菅沼 嘉子 名古屋市港区 再任
// 武田千鶴子 名古屋市熱田区 // // 粟野 幸雄 名古屋市中川区 //

// 池田  亮 名古屋市中川区 新任

笠 寺 細野  守 名古屋市南区 再任 笠  寺 後藤 和貞 名古屋市南区 再任
// 柿原 幸男 // // // 井上 勝好 名古屋市昭和区 //

// 竹内 良平 知多市 //

豊 橋 朝倉 光夫 豊橋市 再任 豊 橋 青山  勝 豊橋市 再任
// 原田 静江 // // // 小田 国彦 蒲郡市 新任
// 高秒0 千博 // 新任

岡 崎 内田  勝 岡崎市 再任 岡 崎 石毛  員 岡崎雨 再任
// 黒田 章雄 // 新任 // 柴田 富夫 // //

// 豊田 親示 // 再任

― 宮 原戸 映治 稲沢市 再任 ― 宮 山田 周次 ―宮市 再任
// 村田 孟男 一宮市 // // 川ヽ出 英酢 // 新任

刈 谷 駒宮 容司 安城市 再任 刈 谷 神谷 祐式 刈谷市 再任
// 太田 正昭 西尾市 // // 大澤  勝 西尾市 新任

半  田 大岩  保 知多郡武豊町 再任 半  田 筒井 敏彦 知多郡武豊町 再任
// 神谷 満子 半田市 // // 榎本 厚子 半田市 //

// 津嶋 忠久 // //

瀬 戸 山本 壼膊 瀬戸南 再任 瀬 戸 小林 利雄 瀬戸市 再任
// 林 力 尾張旭市 // // 松原 秀敏 // 新任
ク 壼岐 泰幸 瀬戸南 新任

昭 /El 藤井 宜雄 名古屋市瑞穂区 再任 昭 和 大矢 芳雄 名古屋雨昭犯区 再任

間宮 康允 名古屋市昭和区 //

名古屋西 任田 嵩士 名古屋市西区 再任 名古屋西 長谷川富久 名古屋市西区 再任
// 荒谷 整三 Jじ名古屋市 // 岩田 光次 清須市 //

// ノ|ヽ林 賢 治 清須市 新任

名古屋北 舟橋 ,臣巳_ 名古屋雨北区 再任 名古屋北 一剛 桂介 春日井市 再任
// 小 西 敏子 // // 古木 滋郎 名古屋市北区 //

// 片田 綾子 春日井市 //

豊  田 神谷 時好 豊田市 再任 豊 田 土井文貴雄 豊田市 再任
// 成田ヤエ子 // // 関谷 秀雄 // //

小原  徹 //

豊 jll 山本 計夫 新城市 再イ壬 豊 り|| 権田 千東 豊り‖市 再任
// 稲垣  昭 豊川市 // 村川千満子 蒲郡市 //

// 杉原 茂行 //


