
氏   名 氏   名

小泉１区 全区 鈴木　祥子 日の出区 全区 石川　香代子

小泉２区 １町内 石川　哲男 瑞穂区 全区 戸嶋　ちづ子

小泉２区 ２町内 四條　かつ代　 大和区 １町内・３町内 渡邉　順子

小泉３区 １町内・４町内 志村　マツ 大和区 ２町内・４町内 前澤　実

小泉３区 ２町内 栗原　高子 咲花区 全区 寺田　雅美

小泉３区 ３町内 濵岡　節子 阿幸地区 １町内 渡邊　ちはる

小泉４区 １町内 後藤　咲子 阿幸地区 ２町内 田島　訓

小泉４区 ２町内 望月　洋美 阿幸地区 ３町内 鈴木　初江

小泉４区 ３町内 大坂　勝 阿幸地区 ４町内 甲斐　幸子

小泉５区 １町内 林　はる 阿幸地区 ５町内 小澤　德義

小泉５区 ２町内 院南　清 阿幸地区 ６町内 柏木　義江

小泉６区 全区 岩見　篤子 富士見ヶ丘区 １町内 鍋田　市朗

上小泉区 １町内・２町内 深澤　勇 富士見ヶ丘区  ２町内、市営住宅Ｃ～Ｅ棟 阿武　誠

上小泉区 ３町内 鈴木　佐代子 富士見ヶ丘区  ３町内、市営住宅Ａ・Ｂ棟 鈴木　忠宏

上小泉区 ４町内 遠藤　由一 富士見ヶ丘区 ４町内 米山　福松

上小泉区 ５町内 佐野　猛 黒田区 １町内 渡邉　幸美

上小泉区 ６町内 小玉　忠雄 黒田区 ２町内 中野　好彦

上小泉区 ７町内 福原　みさよ 黒田区 ３町内 原　喜美子

大岩１区 １町内・２町内 佐野　和子 黒田区 ４町内 熊王　誠

大岩１区 ３町内 岩見　彰貞 黒田区 ５町内 真野　まき子

大岩２区 全区 渡邉　武康 黒田区 ６町内 佐野　博

大岩３区 １町内 佐野　照身 黒田区 ７町内 井手　カヅエ

大岩３区  ２町内･３町内(6～9･11～13･15･16班） 青木　晃 星山１区 全区 境野　勝美

大岩３区 ３町内(1～5･10･14･17･18班) 梶原　邦明 貫戸区 全区 佐野　裕四郎

大岩３区 ４町内(1･2･8～11･15･16班) 望月　小夜加 山本区 １町内 佐野　節子

大岩３区 ４町内(3～7･12～14班) 佐野　初美 山本区 ２町内 吉野　美智子

杉田１区 全区 稲葉　渡 山本区 ３町内 田中　英壽

杉田２区 全区 石川　光代 高原区 全区 土井　雅史

杉田３区 全区 渡邉　玲子 高原１区 １町内 佐野　幸子

杉田４区 全区 坂本　英俊 高原１区 ２町内 森井　宣子

杉田５区 全区 村松　眞由美 高原１区 ３町内 影島　保博

杉田６区 全区 杉山　勝 高原２区 全区 荻野　和子

粟倉１区・粟倉３区 全区 大塚　裕惠 田中区 １町内・２町内 永田　貴久子

粟倉２区・粟倉４区 全区 山口　和幸 田中区 ３町内・４町内 佐野　たか子

舟久保区  １町内(1～11班)２町内(B・C棟) 武田　清 清水窪区・源道寺区１町内・４町内  全区１町内・４町内 野添　訓子

舟久保区 １町内(12～23･26･27班)、２町内(A･J棟)･３町内 佐野　恵子 源道寺区 ２町内・３町内 木ノ内　千明

舟久保区  １町内(24･25班)２町内(D～I･K･L棟) 佐野　ひろみ 主任児童委員 藤田　健

村山１・２区 全区 鈴木　照子 主任児童委員 岩田　明代

村山３区 全区 村松　静枝

粟倉南区 全区 伊藤　睦子

主任児童委員 若林　政文

主任児童委員 望月　清美

主任児童委員 村松　輝昌

東部地区（会長　鈴木　祥子） 中部第一地区（会長　佐野　節子）

担当地区 担当地区



地区（会長　石川　邦憲）

担当地区 氏   名 氏   名

常磐区 １町内・２町内・３町内(1～3班) 伊藤　利一 神立区 全区 望月　裕子

常磐区 ３町内(4班)・４町内 歳田　園子 松山区 全区 佐野　秀子

浅間区 １町内・２町内 志村　敦子 羽衣区 １町内・２町内 深澤　弥生

浅間区 ３町内 石川　邦憲 羽衣区 ３町内 稲葉　明子

浅間区 ４町内 井出　一夫 貴船区 １町内 佐野　裕江

神田区 全区 渡邉　朱美 貴船区 ２町内 城内　貢

木の花区  １町内・２町内３町内(1～5班) 佐野　晃崇 貴船区 ３町内(1～11班） 浅羽　きくゑ

木の花区  ３町内(6～10班) ４町内 芦澤　尚子 貴船区 ３町内(12～25班) 稲葉　隆子

木の花区 ５町内・６町内 芝川　高江 神賀区 全区 杉永　三千子

城山区 １町内・２町内 伊藤　利香子 福地区 全区 鈴木　真理

城山区 ３町内・４町内 佐野　三代子 野中１区 １町内 宇佐美　みさ子

高嶺区 全区 佐野　のり子 野中１区 ２町内(1～5,8班)・３町内 平林　幸行

宮本区 全区 井上　亨 野中１区  ２町内(6,7班)４町内 井出　健

琴平区 １町内・２町内 井上　俊史 野中２区 １町内・２町内 芝山　あつみ

琴平区 ３町内・４町内 植松　和代 野中２区 ３町内・４町内 塩川　美智子

三園平区 １町内 田中　英二 野中３区 １町内・２町内 勝亦　初江

三園平区 ２町内 山本　勝治 野中３区 ３町内・４町内 四條　由紀子

三園平区 ３町内 杉田　加代子 野中４区 全区

二の宮区  １町内２町内(1～4班) 吉澤　寛 星山２区 １町内・３町内 渡邉　初子

二の宮区  ２町内(5～12班)３町内 渡邉　洋子 星山２区 ２町内 佐々木　由佳

二の宮区 ４町内・５町内 小川　明男 安居山１区 全区 塩川　仁

ひばりが丘区 １町内 鈴木　豊一 安居山２区 全区 吉永　寿々江

ひばりが丘区 ２町内 芹澤　初海 沼久保区 全区 深澤　達矢 

万野１区 １町内・３町内 久保田　千都 主任児童委員 岡﨑　やよい

万野１区 ２町内 松野　孝生 主任児童委員 奥藤　みどり

万野１区 ４町内 岡本　政美

万野１区 ５町内 中田　ふさ江

万野２区 １町内 佐藤　敬子

万野２区 ２町内 高木　礼子

万野２区 ３町内 平原　毅

万野２区 ４町内・５町内 田中　礼治

万野３区 １町内 依田　強

万野３区 ２町内 竹田　英次

万野３区 ３町内・６町内 山本　喜久夫

万野３区 ４町内・５町内 秋山　幸洋

万野希望区 全区 諏訪部　かよ子

万野４区 ２町内・４町内(1,2,3,6,7,11,13班) 小島　猛志

万野４区 ３町内・４町内(4,5,8,10,12班) 今野　真由美

宮原１区 全区 笹本　京子

外神東区 全区 杉山　静夫

神田川区 全区 金田　憲生

主任児童委員 水上　由里子

主任児童委員 石川　陽子

主任児童委員 望月　由貴恵

担当地区

西部第一地区（会長　深澤　達矢）



氏   名 氏   名

宮原区 １町内 武川　勝也 上条上区  １町内２町内(4班) 芦澤　裕子

宮原区 ２町内 四條　浩之 上条上区  ２町内(1～3班)３町内 佐野　珠美

宮原区 ３町内・６町内 渡邉　光代 上条下区 全区 土橋　一美

宮原区 ４町内 溝口　義廣 下条上区 １町内･２町内(1～6班)・３町内(1･2班) 髙橋　進

宮原区 ７町内 渡辺　和明 下条上区  ２町内(7～10班)３町内(3～11班) 近藤　洋子

宮原区 ８町内 宮下　由紀子 下条下区 １町内 小林　收

宮原区 ９町内 松本　俊則 下条下区 ２町内 常盤　知子

淀師区 １町内(2･5～7･10･11･13･21～24班) 井出　弘昭 精進川上区 全区 志邨　末男

淀師区 １町内(1･3･4･8･9･12･14～20班) 若林　多美子 精進川下区 全区 望月　由美子

淀師区 ２町内 清　一隆 馬見塚区 全区 石川　弥生

淀師区 ３町内 佐野　将代 北山１区  １町内２町内(1～3班) 石井　俊一

淀師区 ４町内・５町内 佐野　博子 北山１区  ２町内(4～6班)３町内 小岱　正明

淀師区 ６町内・８町内 小林　敏宏 北山２区 １町内 井出　千歳

淀師区 ７町内 髙梨　香 北山２区 ２町内・３町内 加茂　光崇

淀師区 ９町内 土橋　康夫 北山３区  １町内(1～4･7班)３町内 井出　和子

淀師区 １０町内 内藤　眞 北山３区  １町内(5～6班)２町内 藤田　理一

淀橋区 １町内・２町内 佐野　孝行 北山４区 全区 武井　秀夫

淀橋区 ３町内・４町内 影嶋　ふじ江 山宮１区 全区 松永　富美枝

淀橋区 ５町内・７町内 後藤　ゆみ子 山宮２区 全区 駒林　光子

淀橋区 ６町内・８町内 清水　八千代 山宮３区 全区 柿内　祐

大中里区 １町内・２町内 森竹　鍵治 山宮４区 １町内・２町内 岩井　静江

大中里区 ３町内 山田　春美 山宮４区 ３～５町内 鳴海　淑子

大中里区 ４町内(1･3～7･9･10･16･17･19･21班) 米津　ますみ 主任児童委員 中野　久美子

大中里区 ４町内(2･8･11～15･18･20･22･23班)・９町内 沖　久司 主任児童委員 日向　秀子

大中里区 ５町内 池上　徹

大中里区 ６町内 齋藤　実千代

大中里区 ７町内・８町内 深澤　一也

青木区  １町内・２町内(6～8･11･12班) 蛭川　重政

青木区 ２町内(1～5･9･10班)・３町内 井出　富士枝

青木区 ４町内・５町内 渡邊　厚

外神区 １～３町内 久高　喜美夫

外神区 ４町内・７町内・８町内 小宮　和廣

外神区 ５町内・６町内 佐野　博道

青木平区 １町内 髙木　陽子

青木平区 ２町内 小早川　和則

主任児童委員 五十嵐　美恵子

主任児童委員 植月　厚至

西部第二地区（会長　渡邊　厚） 上野・北山地区（会長　髙橋　進）

担当地区 担当地区



氏   名 氏   名

内野区 全区 佐野　晋 上柚野区 全区 岡村　和成

狩宿区 全区 望月　伸一 猫沢区・明光台区  全区全区 篠原　弘一

半野区  ２町内(5･6班)３町内・４町内 渡邊　喜代美 下柚野区・鳥並区  全区全区 望月　利英

半野区・佐折区  １町内・２町内(4班)全区 渡邊　郁子 大鹿窪区 久保東・水道橋 山本　隆

原区 全区 小池　猛 大鹿窪区 三田 山本　進

上井出区 １町内 渡邊　美佐子 上稲子区 上稲子第一 佐野　美恵子

上井出区 ２町内 井出　照憲 上稲子区 上稲子第二 佐野　八重美

上井出区 ３町内 茂　惠子 下稲子区 全区 田代　寛静

上井出区 ４町内 岩井　洋子 西山区 西山上・西山中 西川　純生

芝山区 全区 井出　泰裕 西山区 西山下 大内　勇

猪之頭区 １町内・３町内 赤池　三七夫 大久保区 全区 藤巻　秀敏

猪之頭区 ２町内 高野　薫 長貫区 上長貫・楠金 堀内　一夫

人穴区 １町内・４町内 酒井　昭広　 長貫区 橋場・川合 辻村　直子

人穴区  ２町内・３町内５町内 寒河江　不次雄 長貫区  砂原第一砂原第二 小野田　やす子

根原区・麓区  全区全区 竹川　記実子 稗久保区 全区 杉山　明義

富士丘区 全区 城田　美知子 上羽鮒区 全区 後藤　良行

主任児童委員 佐野　澄子 香葉台区 全区 村上　真知子

主任児童委員 渡邊　里乃 下羽鮒区 全区 柴田　充規

内房第１区 全区 風岡　正則

内房第２区 全区 宇佐美　くに子

内房第３区 全区 鈴木　るみ子

内房第４区 全区 遠藤　茂基

主任児童委員 佐野　恵美子

主任児童委員 大橋　美佐子

担当地区 担当地区

白糸・上井出地区（会長　佐野　晋） 芝川地区（会長　岡村　和成）


