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松原 宮川  順悦 42-2019 越水・駒田 吉田  博身 26-4103 沼崎・元増 高橋  弘幸 46-3521

松原団地 田中  良子 42-5755 菰槌 長谷川留美子 45-2570 福富・中派立・前村・
下派立 帶川    孝 46-2543

蓮沼 中曽根己保子 42-2278 大湯町 欠員 上野田・下野田 46-3506

赤根 鈴木  典子 42-5808 館岡 野呂    栄 45-2470 楽田 藤田  儀昭 46-3460

上町 赤石  淳子 42-1582 亀ヶ岡 野呂 和賀子 45-2207 鶴見里・細沼・穂積・
野末 尾野  昌子 46-2658

伊藤  忠雄 42-4872 筒木坂 三橋 めぐみ 45-2502 家調 加藤  勇造 46-3487

田町 成田  賢生 42-3673 平滝 安田  勝彦 45-2367 繁田・繁萢 白瀬  清子 46-3592

桜木団地・若緑団地 倉水  友秋 42-5815 出来島 新岡  富子 45-2019 船越・下繁田 成田 美智子 46-3098

千代町･有楽町 42-3420 勝山 原田    諭 26-2526 富萢町 小寺  正史 56-4261

横町 三上    靜 42-5836 大館 鳴海  アキ 26-2444 鳴海  孝明 56-4267

吉岡・下木造 小田原 守佐 090-9032-1105 床舞・大館 神    せい 26-2023 北澤 由美子 56-3716

片山  久子 42-4542 床舞 宮﨑  栄藏 26-2412 秋田  秋江 56-3768

清水町 中村    博 42-3620 森田 宮﨑  龍美 26-2364 豊富町 内田    了 56-2074

萢中 宮本 美保子 42-4586 前田  優子 090‐5186‐0168 斎藤  兼善 56-3256

浮巣 成田  秀治 42-1664 月見野 欠員 車力町 工藤  育子 56-4130

蓮川 加藤 ユリ子 42-4047 山田 島田  博樹 26-3285 工藤  秀美 69-5534

豊田・今市 髙橋    進 42-6373 猫渕 佐藤 百美子 26-4042 尾野  公人 56-4370

芦屋・川除 成田 えみ子 42-3718 中田 山崎  清唯 26-3315 下車力町 對馬  順子 56-3556

芦沼 成田  幸子 42-2775 下相野 盛    克夫 42-4854 牛潟町 工藤  幸司 56‐4066

立花・芦部岡・出野里 46-3252 上相野 瓜田  光良 42-2502 鳴海  初美 56-4373

蓮花田・永田 小山内 正敏 42-3398 栄田･笹木・小中野 對馬  博志 42-2254 工藤 佳代子 56-2469

土滝・加納・小田原 山口  利美 42-6413 小和巻 神    嘉孝 25-2372 下牛潟町 大山 留美子 56-3624

生田・大畑 髙橋  純一 42-5331 上派立・小中野 葛西  清勝 25-2210

東林・西林 三浦    司 42-2380 下町 三浦  順一 25-3188

善積・石館・堅固 渋谷  盛道 42-6817 上古川・岩木 小笠原 博志 25-2689

出崎・夕日岡・兼館 藤本    優 42-6616 下古川 三上  秀敏 34-8613 成田    淳 42-5418

濁川・中の林・桜井・
中館・町居田 工藤  初雄 42-6284 鷺坂 岩川    昭 35-2321 須藤  澄子 42-6492

柴田・里見 工藤  寛樹 42-4018 稲盛･八重崎 工藤  友子 25-3013 木村  和彦 42-6634

近野・十文字・平野 藤田    毅 42-6467 玉水 平田  陽子 42-1533 盛    治美 26-2143

千代田・遠山・菊川 石田  保子 42-5500 藤岡・沖萢 藤本    昇 42-1061 亀川 真都子 26-2174

福原 盛    廣幸 26-4160 末吉 相馬  靜江 42-4655 三上 みつる 34-3303

吉見･下福原 山谷  明仁 42-3676 広須 原田    実 25-2634 成田  和代 25-2098

三ツ館 野呂 幾久雄 26-3341 姥島 松橋  清治 25‐3142 渋谷  孝之 46-2183

丸山 欠員 千年・再賀 笹田  公博 090-2023-4206 齊藤    裕 46-3091

南広森・吹原 坂本  清悟 26-3932 沖善津・吉出 佐々木正日公 46-2977 山﨑 ますみ 56-2608

広岡・莇岡 長谷川 昭博 26-2559 語利・沼館 三上  晴子 46-2358 松橋  律子 56-4216
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主任児童委員

【問い合わせ先】福祉課 電話42-2111（内線245）


