
黒河　清 68-3141 川根（西・東）

山内貞子 66-1766 河之内
長井昭次 66-6178 黒谷
鈴木俊龍 66-5284

行本國夫 66-5900 福成寺
白石壽子 66-0586 大野、宮之内
青野智子 66-2335 旦之上（上）
近藤康伸 66-3010 旦之上（下）
山内昌子 66-3126 実報寺

飯尾久美子 76-5133

𠮷田文敏 68-0326 今井、池田
渡部清美 68-7468 今井、池田
青野克彦 65-6671 願連寺、池田
永井正文 68-4084 久妙寺
鎌田　眞 68-7319 下町（北）
渡部一正 68-4063 御陣家、池田、古田
髙橋茂德 68-4054 古田

近藤惠津子 68-7056 上町、丹原、今井
佐伯光彦 68-5359 下町（南）

山本重美 68-3745 池田
佐伯みねこ 68-6188 光下田、筋違、福田、柚ノ木

渡部千賀子 68-6971 高知
徳能
田滝、高松武田勝文 64-1452 徳能出作、古田新出、古田

黒河直志 68-0150
黒光和美 68-4182

渡部忠臣 68-3553 高松、林、兼久
鳳　慶洲 68-7960 国広、北野、辻堂、八反地
越智清則 73-2408 石経
小笠原ミヨ子 75-3227 来見（在所）
福永恭子 75-3036 湯谷口、志川
西山雅臣 73-2090 来見（町）

森田健伍 68-5563 馬場、古市１・２、宮下、三天
玉井勝義 68-5557 西長野、中長野、新出
村上清英 75-3519 明穂

関屋
寺尾

兼頭則子 68-7558 天皇、土居、奥明、北田野団地

戸田日支和 75-3523
余吾典生 73-2580

志川
余野、成、下影、横梅、保井野
千原、臼坂（相之谷）
楠窪

永井政人 73-2342

今井義親 73-2354 臼坂（高月、柳曽、成、川西、宝ヶ口）
竹本行輝 75-3453
佐伯晴美 73-2454
田中カヨ 75-3265

中町、北町戸田和子 72-2535

越智静惠 73-2258 梶、落合、日浦、馬木、一本木

竹村延子 72-2726 岡村、藍刈
西町菅　紀代 72-5480伊藤一江 72-3590 旧藩
新宮、藤木塩出美代子 72-2014重松千賀 72-2693 御殿
川原谷東、川原谷第１・２団地黒光芳子 72-3769田口勝三 72-2162 東常盤
舟山、川原谷西高橋喜久子 72-2986眞鍋芳憲 72-2020 駅前、玉河町
南川東渡邊幸子 72-3492近藤紀代美 72-5931 新屋敷上
南川西、南川団地吉實善允 72-2171石井淳子 72-2595 新屋敷下、一宮団地
大開団地久門貞雄 72-3992加藤日子 72-3570 一本松上
北川、石鎚団地高橋早見 72-3703平井ヨシ子 72-4851 一本松下、小松団地

高橋伸行 72-2635 宝来町、宝来ブロック団地
中大頭德永眞弓 72-2638堤野忠司 72-2003 都谷
西大頭玉井七郎 72-3863近藤八重子 72-3977 妙口原
明穂玉井靖隆 72-3776満田峯子 72-3163 妙口上
安井茅原アケミ 72-3356佐伯由貴惠 72-4617 妙口下
大郷、湯浪曽我康子 72-3393德永米子 72-5220 東大頭、老人ホーム

佐伯秀子 73-2804
宮坂、高座、長面、中奥
河之瀬、ヌタヤブ、峰

鈴鹿克則 68-4034 幸木、久枝
寺田常明 68-4925 本郷西、天神 越智春喜 68-6061 長田、鴨の窪、開田
伊藤　博 64-1345

岡本尚子 64-0209
合田守男 64-1284
篠塚浩子 64-2490
丹下美智子 64-0681

富岡、横田、貝田上下、中城

今在家

日野誠司 68-4118 吉田下地区、本松寺

石田本郷
広江 玉之江東
石田新田
玉之江西

武方淳子 64-0440 北条西、北条南
德永和子 64-2750 北条東、本松寺、福王院

平塚光隆 68-4815
本郷東、産業道路両側
高校前、周布新出

寺岡淳子 68-4905
神野廣美 68-5620
越智由紀子 76-1125
首藤朋克 64-3468
植木隆司 65-4322
竹本　節 64-4602

内藤康子 68-6073 大新出、中新出
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渡邉昭彦 64-3205 北条宮の後、三津屋南南
越智俊文 65-4039 三津屋大曲川以南西

藤岡省三 64-4362 北条新田南・下
後藤理久 64-3183 三津屋北東（佐々木精肉店より東）越智千秋 64-3330 北条新田北

越智　賢 64-0997 三津屋北西（大曲水源地） 大西洋子 64-2104 三津屋東

茨ノ木南北、大正通り北
柳新地、川新田

近藤祐二郎 64-3602 三津屋南、三津屋東の一部（三津屋橋より南東）
藤岡菜穂子 64-5485
河野弘俊 64-2404

秋山由美子 64-2332
大正通り南、本河原上
中河原上、新地西半分
蛭子町上、大和会、学校前付近

武藤喜治 64-1516

喜多台、旭、新川マンション
青野自転車付近

山本康文 64-0198
佐伯清美 64-4149

栄町（鉄道線路西）
円海寺（新川より南） 本町上・下、中河原下の一部

蛭子町下
永井伸司 65-4791

丸山　洋 65-5903 大新田、若杉会

明理川
円海寺（新川より北保内神社前）

野嶋千和惠 64-2208
本河原下、新地東半分
中河原下の一部、鷺の森

秋川多㓛 65-5834

矢野幸子 64-3527

北星１・２、ナショナル住宅
茨ノ木、出作、市ヶ坪
若葉団地、稲井住宅、幸町
大新田住宅

矢野　大 64-2281
森山昌美 64-5931

国安上西近藤勝美 66-1359
高田近藤千春 65-5533

槇　順子 66-4823 新市、当田住宅
越智有造 66-4819 国安上南
杉野京子 66-6191 県営・市営住宅、国安下

黒川知子 66-4511 正法寺下、旧三芳16区
杉野広子 66-4712 国安北、国安東、みどりが丘

井爪あけみ 66-2368 正法寺上
田中ちえ子 66-2978

川本紘一 66-4865 桑村
黒河敦子 66-1615

大野　美 66-5711 新町
宇佐敏博 66-2378 上市
竹形静雄 66-3101 広岡、石延

越智光明 66-1760 安用
柏木達弥 66-0266

渡瀬眞理子 66-4642 大影、安出、茂敷
石川　敦 66-1069

佐川弘海 66-4606 10区、11区、12区
酒井芳郎 66-3485 13区、14区の２、北、15区
森山静樹 66-5848 ５区、６区、７区、８区、９区
岡田惠理子 66-5129 六反地
渡邉郁子 66-5757 河南

鎌田　桂 66-4175 14区の１・３・４・５、双葉
杉　順子 66-0320
細田博之 66-0323

柴田悳江 66-2787 楠浜
武田知惠子 66-1857 成福寺
河上キヨ子 66-0032 六軒藤岡美恵子 66-0537

松木弘美 66-1717 河北 柏原廣美 66-2028
松木　芳 66-4427難波江すみ江 66-4348 楠南

伊東多加子 66-4953 河中
楠北
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黒河和美 68-0035
藤田政男 68-7507
木村チヨ子 73-2029

主任児童委員（丹原・徳田・田野・中川・桜樹校区）

伊藤多鶴子 72-3597 主任児童委員（小松・石根校区）
佐伯久子 72-2479 主任児童委員（小松・石根校区）

主任児童委員（丹原・徳田・田野・中川・桜樹校区）
主任児童委員（丹原・徳田・田野・中川・桜樹校区）
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