
野間　豊 56-3193
新田
西の川原（福武武丈線東側）

坂東光佐子 56-1675 泉町、清水町

丹　貞子
昼56-1811
夜55-8584

中町小川、西町

髙木俊江 55-3324
大南上
西の川原（福武武丈線西側）

髙橋典子 56-3704 北の丁上、北の丁中（川西）

伊藤ユキ子 55-8012 中南、川原町

清家省治 53-2833 岸陰
伊藤　努 55-3067 加茂町（南側）

塩出洋子 56-8802 大南下、サンシャイン
馬越清富 56-3722 加茂町（北側）

近藤俊雄 53-2717 沢、錦町
藤原祥子 56-1529

北の丁中（川東）、北の丁下
駅西大通

髙田紀代美 56-5283 天皇、上小川、下小川
一色千草 55-3342 明神木、広見町

笹沼美千代 55-5950 登道、福森町、駅一区

丸岡康之 55-1737 朝日町（公園通り西側）

朝日町（公園通り東側）
鷹丸町

荒井絹子 56-7008 若葉町東、春日町
髙橋莞爾 56-6215 若葉町西

鴻上悦子 55-1055
村上　章 56-7686 地蔵原、寿町
伊藤芳子 56-7189 市之川、丸野、保野

田坂静夫 56-3850 新玉通り、南町、若水町 真鍋惠子 53-3737
加藤佳子 53-8721

越智壽美子 56-4625 舟形、津越、大久保、中寺

安藤正則 55-2234
東組、河原町、北組、土居内
新出

伊藤裕樹 56-4743 宵の原、釜の口、木挽原
髙橋信晃 56-4489 日明、中の段、宵

高橋熙子 55-4391
奥の内、原、西原、湯の谷
棚林

村上伊勢子 56-3538 山道、楠、山の下、東光

菅　千歳 55-3815 東原、藪の内、中西

久門美智子 55-2319
戸田初美 56-6405

平井恵子 56-0598 禎瑞上 矢野和子 56-1652
津島一誠 56-1038 禎瑞中、禎瑞下 髙橋惠美子 57-9947
井下キヨ子 57-9772 八幡、難波、高丸
田窪　正 56-6561 西田、新栄 宮内道惠 57-7721 野々市東、野々市西、北山
日野章剛 57-9035 西泉東、西泉中、西泉西、坂元 美濃典子 57-8005
菅　多惠子 57-9770 楢木東、楢木西、相生 佐伯やよい 57-9620
浅田冨美惠 57-8858 大久保、久保、新御堂

宮原具子 57-9717 竹内、末長、寺の下、野部里
越智　廣 57-9475

山道、山口、尾土居、長谷
上の川 髙木貞代 57-8403 宮の下、土居、浜道

松本文雄 57-9452 新兵衛、蛭子池森　朔 57-8874 西町、上の浦
香川康代 57-9258亀井克惠 57-8885 西の原、林の下
内田由美 57-9611日野清子 57-9421 裏、新町、古町、上町、切川

松本文子 58-0357
大平東、大平西、下分
河ヶ平上、河ヶ平下
八の川上、八の川下

丹　勝敬 57-9095 朝日町、新出、下町

髙橋直喜 58-0446
川来須、黒代、中之池、下津池
風透、吉居

上野伸治郎 58-0501
上野つや子 58-0448 千町、藤之石上、藤之石下
伊藤弥生 56-6056 兎之山

寺川冨美夫 59-0937 中奥全
（細野、西浦、東浦、今宮を除く）

伊藤孝男 59-0717
浦山全、細野、西浦、東浦
今宮 工藤康博 53-7930 西之川（全）、東之川

神野きよ子 59-0011

平野、新出、横吹、大檜
里山、上土居、下土居
上峰、下峰、樫原、伊忠原
松の木、上の原

青葉太一 55-5098

髙橋裕子 56-5843 大谷西、大谷東、所藪 矢野真由美 56-3953 船屋東南、船屋西南
越智良美 56-4043 川南、中土居、森戸 藤田良祥 55-4142 新元橋町、元橋、横黒中
合田良美 56-6214 川北、福毘 洗　政治 55-0313 市塚新街、市塚下、ひうち
藏本俊雄 55-4301 玉津、永易
髙橋茂樹 55-1048 横黒西、横黒下

髙木正博 53-7539 天神台ハイツ

今井和美 56-2840 玉津団地
伊藤尙明 56-8338

新開、西新開、北新開
玉津の一部

井川久美子 56-1547
市塚中、市塚上
市塚鉄工団地

越智サツキ 55-8633 主任児童委員
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主任児童委員白川直子 53-2750
坪井睦男 56-1058 船屋東北、船屋西北

髙橋千尋 55-4493
亀の甲、ファミリーハイツ
八幡原

渡辺禮子 56-3557 池の内、黒瀬団地
眞鍋純子 55-6080 戻川、戻川住宅

青山美鶴 56-5210 半田、野田 福田ひとみ 53-3595 オレンジハイツ１区
武田敏子 56-5511 早川、上組、堀の内 野波一夫 56-0139 オレンジハイツ２区
妻鳥良子 56-7331 西大道、東大道、六地蔵 曽波房夫 56-3045 グリーンハイツ
越智次都子 56-5622 西原、西原住宅 岡部正彦 56-8909 末広町、高砂町、地蔵原
井川茂樹 56-8589 電源開発、山口、大浜 寺田章代 56-4335
一色三佳子 55-4069 東野口、中野口、長屋敷 越智朋子 56-1278
髙橋　勉 56-5402 西野口、山本

加地繁和 56-1324
下町西、下町北、駅三区北
幸町

髙橋義雄 56-6118 北町、北新田

中山玲子 55-4134 百軒巷

武田數江 56-2846
東町１丁目、東町２丁目
東町３丁目、御舟町、紺屋町

村上桂子 56-3214 滋巷、堀端、八千代巷
淺田孝子 56-4602 常盤巷、松の巷

松田敏和 56-2670
四軒町上、四軒町下
本町１丁目、竹梅巷、四電社宅

川又桂子 56-2982 北浜北
藤田久子 56-4546 北浜南

岩間壽子 56-5181 新堀上
藤田ヨリヱ 56-2280 港新地

鶴居孝胤 55-4286
局、若洲東、クラレアパート
クラレブロック

山田敏子 55-2937 新堀下、新堀団地
越智鈴美 55-2644 朔日市１区、朔日市２区

髙橋美代子 56-0295
朔日市３区、朔日市４区
大師町

髙橋秋雄 56-5685
本町２丁目、本町３丁目
青江町 鈴木優子 55-6183

明比尚子 55-1836
伊川滋子 56-0826 下町中
白石眞理 56-0541 駅二区北、駅二区南、駅三区南

松井喜美枝 53-3008 喜多川中、緑町

濱田峯子 56-0648 下町南
横内美喜雄 53-2886 八丁（産業道路北側）

斎藤治男 55-2121 栄町上、栄町中、栄町下
丹　三枝子 56-3235 八丁（産業道路南側）

山地孝美 53-3893 新町上、新町中、新町下
曽我部洋子 55-2984 下喜多川南、下喜多川北

吉岡登美枝 56-0233
吉原中、吉原東、三本松
三本松西、東新町

三宅優子 55-3934 下喜多川北
山地礼子 56-5419 古川

曽我賢一 56-0327 原の前東、原の前西
青野嘉則 53-2579 古川住宅

松本守正 56-6772 古屋敷、西新町
伊藤節子 55-7365 都町、四電アパート

白石　篤 53-3308

グランドール西条
マルイカトレア
マルイマーガレット
マルイハイビスカス

松本桂子 55-3969 若草町
石水和子 55-6236 花園町
田村一彦 56-7622 富士見町、王子町
岩田　實 55-1267 古川北団地、砂盛町
岩本鉄一 55-4252 川沿町
松本京子 56-1893 樋之口
菅野良昭 56-6824 御所通り真鍋廣子 56-7205

藤田いづみ 56-8021 上喜多川 石原髙行 56-2320
栗田典子 55-8559石田功子 56-1357 上川原、小桜町

田坂宏子 56-4026 上神拝（県道西条港線東側）
上神拝（県道西条港線西側）
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