
※「欠員」となっている地区内の相談は、地域活動推進担当へ　☎（３２２８）８９２１　FAX（３２２８）５６２０

※「欠員」となっている地区内の相談は、地域活動推進担当へ　☎（３２２８）８９２１　FAX（３２２８）５６２０
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鍋
横
地
区（
定
数
19
人
）

氏　名 ヨミガナ 電話番号 担　当　区　域

橋本　久子 ハシモト ヒサコ （３３８０）５３６９ 本町４丁目７～１７番

梅田　生子 ウメダ セイコ （３３８４）３９８５ 本町４丁目６番、１８～２１番、２９番

髙橋富美子 タカハシ トミコ （３３８３）５９３９ 本町４丁目２２～２８番、３１～３６番、本町５丁目４８番

白井　晴子 シライ セイコ （３３８１）３７３７
本町４丁目３０番、４３番、４４番、
中央４丁目２番、３番、８番

秋元智恵子 アキモト チエコ （３３８４）９０３４ 本町４丁目３７～３８番、本町６丁目１～５番、１１～１３番

吉原　悦子 ヨシハラ エツコ （３３８０）５０６３
本町４丁目３９～４２番、４５～４８番、本町６丁目１４番、１５番、１６番１２（一部）・
１３～２２号、１７番１～６号

木村　浩子 キムラ ヒロコ （３３８１）３５７６ 本町５丁目１～６番、９～１４番、２４～２９番

清水　雄二 シミズ ユウジ （３３８２）８２２３ 本町５丁目７番、８番、１５～２３番

阿部　光子 アベ ミツコ （３３８２）７８８５ 本町５丁目３０～４７番

齋藤　明美 サイトウ アケミ （３３８１）０８２４ 本町６丁目６～１０番、２３番、２４番、３１～３３番、３９～４１番

伊知地晃子 イチジ アキコ （３３８１）１４５９ 本町６丁目１６番１～１２（一部）号、１７番７～１５号、１８～２２番

濱野　瑤子 ハマノ ヨウコ （３３８２）５２９１ 本町６丁目２５番、２６番、中央５丁目１１～１４番

寺﨑　益枝 テラサキ マスエ （３３８４）３９９６ 本町６丁目２７～３０番、３４～３８番、４２～４５番

竹内ひろ子 タケウチ ヒロコ （３３８１）４９４１ 中央３丁目３０～３６番、中央４丁目１番、９番、１０番

鈴木　光子 スズキ ミツコ （５３８５）４７３１ 中央４丁目４番、５番、６番１～１３・１８～３２号、７番、中央５丁目１～４番

喜多あゆみ キタ アユミ （３２２９）１０６６ 中央５丁目５～１０番

坂下　耿子 サカシタ コウコ （３３８１）１２９２
中央５丁目１５～１９番、２０番１～７・１３～１５号、２１番１・６～１４号、２７番１～
１３・２４～３４号

冨田　政則 トミタ マサノリ （３３８２）２４５０
主任児童委員（鍋横地区全域）

坂主美奈子 サカヌシ ミナコ （３３８２）１５７１

　 

桃
園
地
区（
定
数
20
人
）

氏　名 ヨミガナ 電話番号 担　当　区　域

松村美枝子 マツムラ ミエコ （３３６６）００５１ 中央３丁目３～６番、１７～２１番、２７番

小島　修一 コジマ シュウイチ （３３６１）５４７０ 中央３丁目７～１０番、１５番、１６番、４５～４７番

小坂みさを コサカ ミサヲ （５３８５）８０６７

中央３丁目１１～１４番、４８～５１番、中央４丁目４２番、４３番、４４番（６・８号を除
く）、４５番、５２番、
中野１丁目３２番、５０番、５４番６～１６号、５５番、５６番１～６号、中野２丁目１番、
２番、１７番

小林喜代子 コバヤシ キヨコ （３２２９）１２３８ 中央３丁目２８番、２９番、３７～４４番、中央４丁目２１番

浅野誉喜子 アサノ ヨキコ （３３８１）５６４４ 中央４丁目６番１４～１７号、中央５丁目３２～４３番

大島　裕子 オオシマ ヒロコ （３３８３）４６８０ 中央４丁目１１～１４番、２０番、２２番、２３番、３１～３３番、４９～５１番

光　　君江 ヒカリ キミエ （３３８２）５９０８ 中央４丁目１５～１９番、２４～２６番、３０番

田村　英明 タムラ ヒデアキ （３３８４）４９１０ 中央４丁目２７～２９番、５４～５９番

欠　員 ※ 中央４丁目３４～４１番、４４番６・８号、４６～４８番

山田憲一郎 ヤマダ ケンイチロウ （３３８１）８０３８
中央４丁目５３番、６０番、６１番、中央５丁目４９番、
中野２丁目１６番５（一部）･６～２５･２６（一部）号、１８～２２番、２７～２９番、中野
３丁目３１～３３番、３４番２～８号･３２号

旗本ひさ子 ハタモト ヒサコ （３３８２）５１８０
中央５丁目２０番８～１２号、２１番２～５号、２２～２６番、２７番１４～２３号、２８～
３１番、４４～４８番

須藤　義幸 スドウ ヨシユキ （３３８２）０１５７
中野２丁目３～１０番、１４番、１５番、１６番１～４･５（一部）･２６（一部）･２７～３５
号

髙橋　雅子 タカハシ マサコ （３３８３）８２２０ 中野２丁目１１～１３番、２３～２６番、３０番、中野５丁目３１番

西野　節子 ニシノ セツコ （３３８１）６８４５ 中野３丁目１～１４番、２９番、３０番

荒岡めぐみ アラオカ メグミ （５３４０）４３６８ 中野３丁目１５～２７番

欠　員 ※ 中野３丁目２８番、３４番（２～８･３２号を除く）、３５～３９番

欠　員 ※ 中野３丁目４０～５０番

服部　裕子 ハットリ ユウコ （５３４３）１０３３
中野４丁目１番、２番、６番１～５、２７号、７番９・１０号、８～１０番、１３～２１番、
２２番、２３番１～７号

古川　美代 フルカワ ミヨ （３３８３）２５４５
主任児童委員（桃園地区全域）

石川美穂子 イシカワ ミホコ （３３８１）６７０８

　 

弥
生
地
区（
定
数
18
人
）

氏　名 ヨミガナ 電話番号 担　当　区　域

石田惠美子 イシダ エミコ （３３７２）１２１５ 弥生町１丁目１～７番

江野畑あや子 エノハタ アヤコ （３３７２）５３２３ 弥生町１丁目８～１１番、２１～２８番、５８番、５９番

和賀　宜子 ワガ ノリコ （３３７２）０５３４ 弥生町１丁目１２～２０番、３１番、３２番、３４～３６番

横山　房子 ヨコヤマ フサコ （３３７３）１４０５ 弥生町１丁目２９番、３０番、５２～５７番、６０番

金田一廣子 キンダイチ ヒロコ （３３７２）６５５８ 弥生町１丁目３３番、３７番、３８番１１～２３号、４０～５１番

早乙女久美子 サオトメ クミコ （５３７１）０３０４ 弥生町２丁目１～４番、１５～１９番

櫻下美地子 サクラシタ ミチコ （３３７３）１１６１ 弥生町２丁目５～１４番、２０～２２番

深野満利子 フカノ マリコ （３３８１）９３１８ 弥生町２丁目２３～４２番

佐藤あや子 サトウ アヤコ （３３７３）８８９６ 本町１丁目１～９番

飛田　米子 トビタ ヨネコ （３３７２）６５２４ 本町1丁目１０～１２番、１３番１～８号、１５番１～６・２５号、１６～３０番

豊田　明香 トヨダ アキカ （３３７２）８６３２ 本町２丁目１～５番、１５～２８番

前田　輝五 マエダ テルイ （３３７５）６２５４ 本町２丁目６～１４番、本町３丁目１番、７番、１５番

茂木　晴子 モギ ハルコ （３３７２）６３３１ 本町２丁目２９～３６番、３９～４５番

日江井フミ子 ヒエイ フミコ （３３７２）７８１９ 本町２丁目３７番、３８番、５２番、５３番、本町３丁目１６番、１７番、２５番、２６番

井橋　和子 イハシ カズコ （３３７２）５４３６ 本町３丁目２～６番、８～１１番、本町４丁目１番、２番

堀越みゆき ホリコシ ミユキ （３３２０）０１１４ 本町３丁目１２～１４番、１８～２４番、本町４丁目３番、４番

山本麻由美 ヤマモト マユミ （３３７３）３１４７
主任児童委員（弥生地区全域）

窪田　惠子 クボタ ケイコ ０８０（１２９０）３４９５

　 

東
部
地
区(

定
数
29
人
）

氏　名 ヨミガナ 電話番号 担　当　区　域

深沢　行代 フカザワ ユキヨ （３３７２）０４６３
本町１丁目１３番９～１８号、１４番、１５番７～２４号、３１番、３２番、
中央１丁目１番、２１番、３３～３９番

由井美恵子 ユイ ミエコ （３３７２）１７０１ 本町２丁目４６～５１番、５４番

安部久美子 アベ クミコ （５３８８）６８２０ 本町３丁目２７～３３番、本町４丁目５番

飯田　敬子 イイダ ケイコ （３３６６）４０１６
中央１丁目２～１２番、１３番９～１１号、１４番、１５番、１８番、１９番、２０番１
～４・１８～３５号

小堀　敬子 コボリ ケイコ （３３６５）５８４７
中央１丁目１３番１～８号、２５番、５１番、５２番、
東中野１丁目２～１１番

二宮ふみ子 ニノミヤ フミコ （３３６６）３３６０ 中央１丁目１６番、１７番、２０番５～１７号、２２～２４番、２６～３２番

堀　すが子 ホリ スガコ （３３６９）９７２８ 中央１丁目４０～５０番

欠　員 ※ 中央２丁目１～６番、２９番、３０番

小林　真里 コバヤシ マリ （３３６８）１２１５ 中央２丁目７～１３番、１５番、１６番、１８番、１９番

古川　祥子 フルカワ サチコ （３３６３）０９７６ 中央２丁目１４番、１７番、２０～２８番

水野　満江 ミズノ ミチエ （３３６９）２７５５ 中央２丁目３１～３４番、３８～４７番

小池　久子 コイケ ヒサコ （３３６１）８６２４ 中央２丁目３５～３７番、５７～５９番

井上　慶一 イノウエ ヨシカズ （３３６１）５５６５ 中央２丁目４８～５６番

欠　員 ※ 中央３丁目１番、２番、２２～２６番

久保田朋子 クボタ トモコ （３３６３）６５９９ 東中野１丁目１番、１２～２３番

鈴木　静子 スズキ シズコ （３３６９）８５７２ 東中野１丁目２４～３３番

山口美津子 ヤマグチ ミツコ （３３６５）０６６８ 東中野１丁目３４番、３５番、５１～５９番

小林　淳子 コバヤシ アツコ （３３６９）７５６３ 東中野１丁目３６～５０番

鈴木　澄子 スズキ スミコ （３３６１）０５０６ 東中野２丁目１～８番

大倉　晴子 オオクラ ハルコ （３３６８）５３５９ 東中野２丁目９番、１０番、１５番、１６番、２９～３４番

小熊　笑子 オグマ エミコ （３３６１）１９６６ 東中野２丁目１１～１４番、３５番、３６番

欠　員 ※ 東中野２丁目１７～２８番

森本アサ子 モリモト アサコ （３３６３）００７１ 中野１丁目１～１２番

佐藤　浩子 サトウ ヒロコ （３３６８）９１０７ 中野１丁目１３～２５番

橋本　和子 ハシモト カズコ （３３６１）１８２０ 中野１丁目２６～３１番、３３～３９番

河内　弓子 カワチ ユミコ （３３６６）２０９７ 中野１丁目４０～４９番、５１番

加藤　洋子 カトウ ヨウコ （５３８６）８７２４ 中野１丁目５２番、５３番、５４番１～５号、５６番７～１３号、５７～６３番

野口　栄子 ノグチ エイコ （５３３０）３４１９
主任児童委員（東部地区全域）

大槻　礼子 オオツキ レイコ （３３６６）１８０９
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