
                           平成３１年１月 吉日 
群馬県環境アドバイザー 
役員・幹事各位 

 
                           

群馬県環境アドバイザー 
連絡協議会代表 原田 邦昭 
 

        第１１期 第 4 回【幹事会】の開催について 
 
寒冷の乾燥した日々の続く気候の冬のですが、環境アドバイザーの皆さんにお

かれましては益々ご健勝にてご活躍のことと存じ上げます。 
環境アドバイザー連絡協議会の幹事会を下記の要領で開催いたします。 
お忙しい時期とは存じますが万障お繰り合わせの上ご出席頂けますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
 

 
 

記 
 
１．開催日時  平成３１年３月１８日（月）１３：３０～１６：００ 
２．会   場   県庁１６階１６１会議室 
３．議   題 

・みんなのごみ減量フォーラムについて 
     ・環境にやさしい買物スタイル普及協議会について 

・今後の各部会の活動予定と経過報告。 
・幹事会の開催方法と今後の在り方について 
・群馬県社会福祉協議会のボランティア室の利用について 
・第 21 回ぐんま環境フェステイバル㏌ヤマダ電機について 
・その他 

        
  

以上 
 ※出席の有無は下記にご連絡ください（３月１０日(日)までに） 

 
お問い合わせは、連絡協議会／原田、登坂宛て、電話またはｅメールでお願い致

します。 
電  話： ０９０－７２５９－１１１６ 

     Ｅメール： harakuni9292@yahoo.co.jp 



【コピー厳禁】 第11期　環境アドバイザー役員、幹事　名簿 2019/1/22現在

地区 地域 通番 氏名 しめい 市町村 連絡先 役職 備考

1 宗　義彦 そう　よしひこ 前橋市 090-9393-0706 副代表 地域世話役

2 城田　博巳 しろた　ひろみ 前橋市 090-5433-3032 幹事

3 中島　啓治 なかじま　けいじ 前橋市 027-223-3556 幹事

4 林　英男 はやし　ひでお 前橋市 090-3349-0402 幹事

5 周東　聖子 しゅうとう　せいこ 前橋市 080-6672-2354 幹事 書記

6 大山　尚志 おおやま　ひさし 前橋市 090-2329-9288 幹事

7 酒井義明 さかい　よしあき 前橋市 090-2221-3298 幹事

8 梅山 さやか うめやま　さやか 前橋市 090-9954-6631 幹事

9 井上　金治 いのうえ　きんじ 前橋市 090-2414-2259 委員長 広報委員会長

10 桧谷　文子 ひたに　ふみこ 伊勢崎市 090-5558-3829 幹事

11 膳　福一 ぜん　ふくいち 伊勢崎市 090-5799-0766 幹事

12 三木 恵子 みき　けいこ 玉村町 090-1557-0359 幹事

渋川市
13 尾身　盛一 おみ　せいいち 渋川市 080-5462-5966 幹事

 北群馬、吾妻郡
14 冨岡　淳 とみおか　あつし 吉岡町 090-86432935 幹事

沼田　利根
15 角田 和男 つのだ　かずお 沼田市 090-7246-2157 副代表

16 吉澤 敏則 よしざわ　としのり 安中市 090-1619-0093 幹事

17 湯澤 正明 ゆざわ　まさあき 安中市 090-7241-4802 幹事

18 高橋 文子 たかはしふみこ 高崎市 080-4206-8466 幹事

19 原田 邦昭 はらだ　くにあき 高崎市 090-7259-1116 代　表

20 田中　孝治 たなか　こうじ 高崎市 090-9953-8837 幹事

21 岡本 正治 おかもと　まさはる 高崎市 090-8110-5195 幹事

22 藤森 昇 ふじもり　のぼる 高崎市 090-8309-4888 幹事

23 二口 昌弘 にぐち　まさひろ 高崎市 090-4701-3150 幹事

24 加藤 幸輝 かとう　ゆきてる 高崎市 090-1218-8435 幹事

25 水井　　清 みずい　　きよし 高崎市 027-361-9607 幹事 書記

26 小峯 幸子 こみね　さちこ 高崎市 090-2667-8800 幹事

27 田中 和夫 たなか　かずお 高崎市 090-5430-6174 部会長 自然環境部会長　（地域世話役）

28 奈賀 由香子 なが　ゆかこ 高崎市 070-5572-9624 部会長 温暖化・エネルギー部会長

29 山田 一郎 やまだ　いちろう 高崎市 090-4120-6508 部会長 ごみ部会長

30 今井 健三 いまい　けんぞう 富岡市 090-4538-2191 幹事

31 髙橋 美枝子 たかはし　みえこ 富岡市 090-3508-6506 幹事

藤岡市 32 柴田 義明 しばた　よしあき 藤岡市 090-1460-9812 幹事

33 西村  豊 にしむら　ゆたか 太田市 080-5063-0687 副代表

34 岡本香代子 おかもと　かよこ 太田市 090-8728-7408 幹事 書記

35 鹿沼　薫 かぬま　かおる みどり市 090-4810-5594 幹事

36 鈴木　久 すずき　ひさし みどり市 090-1990-2705 幹事

37 星野 定利 ほしの　さだとし 桐生市 090-5430-7200 幹事

38 関口　豊子 せきぐち　とよこ 桐生市 090-7282-8943 幹事

館林市
39 橋田　浩一 はしだ　ひろかず 館林市 090-9001-9720 幹事

邑楽郡
40 築比地 庸雄 ついひじ　つねお 邑楽町 0276-88-4945 幹事

　　前代表
41 須永 徹 すなが　とおる 太田市 090-3498-1771 顧問 9.10期代表

　　元代表
42 鈴木 克彬 すずき　かつあき 前橋市 090-3337-3655 顧問

5.6.7.8期代表
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