
番号 地区 行政区 開催日 開催場所 参加人数

1 泉

2 上太田

3 東泉 平成28年7月21日（木） 東泉自治公民館 42

4 長井 平成28年7月27日（水） 長井自治公民館 22

5 寺山 平成28年8月3日（水） 寺山観音寺 15

6 高原 平成28年8月10日（水） 高原自治公民館 14

7 立足 平成28年8月17日（水） 立足自治公民館 17

8 平野 平成28年8月18日（木） 平野自治公民館 20

9 下伊佐野 平成28年9月27日（火） 下伊佐野自治公民館 15

10 上伊佐野 平成28年9月28日（水） 上伊佐野自治公民館 14

11 第一農場 平成28年10月4日（火） 第一農場自治公民館 22

12 第二農場 平成28年10月18日（火） 第二農場自治公民館 13

13 田野原 平成28年10月26日（水） 田野原自治公民館 7

14 山田 平成28年11月2日（水） 山田自治公民館 22

15 矢板一区 平成28年11月8日（火） 矢板一区自治公民館 17

16 矢板二区 平成28年11月9日（水） 矢板二区自治公民館 18

17 矢板三区 平成28年11月7日（月） 矢板三区自治公民館 17

18 矢板四区 平成28年11月14日（月） 矢板四区自治公民館 21

19 矢板五区 平成28年11月15日（火） 矢板五区自治公民館 22

20 矢板六区 平成28年11月24日（木) 矢板六区自治公民館 15

21 末広町 平成29年7月26日（水） 末広町自治公民館 24

22 富田 平成28年12月22日（木） 富田自治公民館 10

23 木幡東 平成29年1月11日（水） 木幡東自治公民館 24

24 木幡西 平成29年1月18日（水） 木幡西自治公民館 20

25 川崎反町 平成29年1月24日（火） 川崎反町自治公民館 15

26 境林 平成29年1月26日（木） 境林自治公民館 13

27 館ノ川 平成29年2月1日（水） 館ノ川自治公民館 8

28 高塩 平成29年2月2日（木） 高塩自治公民館 16

29 倉掛 平成29年2月7日（火） 倉掛自治公民館 18

30 合会 平成29年2月8日（水） 合会自治公民館 12

31 片俣 平成29年2月13日（月） 片俣自治公民館 23

32 塩田 平成29年2月21日（火） 塩田自治公民館 15

33 幸岡 平成29年2月20日（火） 幸岡自治公民館 22

34 下太田 平成29年7月4日（火） 下太田自治公民館 16

35 荒井 平成29年7月6日（木） 荒井自治公民館 50

36 針生 平成29年8月3日（木） 針生自治公民館 17

37 土屋 平成29年8月8日（火） 土屋自治公民館 30

38 中 平成29年7月28日（金） 中自治公民館 20

39 東町

40 早川町

未来づくり懇談会開催一覧表
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平成28年7月6日（水） 泉自治公民館 4

平成29年8月1日（火） 東町自治公民館 27
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未来づくり懇談会開催一覧表

41 沢 平成29年8月17日（木） 沢自治公民館 32

42 豊田 平成29年9月26日（火） 豊田自治公民館 10

43 成田 平成29年9月28日（木） 成田自治公民館 15

44 ﾊｯﾋﾟｰﾊｲﾗﾝﾄﾞ矢板 平成29年10月3日（火） ハッピーハイランド矢板自治公民館 51

45 通岡 平成29年10月5日（木） 通岡自治公民館 15

46 前岡 平成29年10月10日（火） 前岡自治公民館 12

47 後岡 平成29年10月17日（火） 後岡自治公民館 6

48 梶ヶ沢 平成29年9月25日（月） 梶ケ沢自治公民館 9

49 安沢 平成29年10月26日（木） 安沢自治公民館 34

50 越畑 平成29年10月31日（火） 越畑自治公民館 20

51 東乙畑 平成29年11月14日（火） 乙畑自治公民館 32

52 西乙畑 平成29年12月19日（火） 乙畑自治公民館 15

53 つつじが丘 平成29年12月21日（木） つつじが丘自治公民館 13

54 白栗 平成30年1月16日（火） 白栗自治公民館 19

55 上大槻

56 下大槻

57 石関 平成30年1月23日（火） 石関自治公民館 11

58 玉田 平成30年1月25日（木） 玉田自治公民館 20

59 山苗代 平成30年2月1日（木） 山苗代自治公民館 12

60 片岡一区

61 片岡南

62 片岡二区

63 片岡三区

64 片岡四区 平成30年2月2日（金） 片岡四区自治公民館 22

65 ｺﾘｰﾅ矢板 平成30年2月14日（水） コリーナ矢板自治公民館 23
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平成30年1月17日（水） 大槻自治公民館 43

平成30年2月6日（火） 片岡公民館 13

合　　計


