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野
方
地
区（
定
数
26
人
）

氏　名 ヨミガナ 電話番号 担　当　区　域

筒井　嘉男 ツツイ ヨシオ （３３８８）５０７３ 新井２丁目４４～５１番、新井３丁目２４～２７番

小俣ふじ子 オマタ フジコ （３３８９）００３３ 新井３丁目２８～３６番

齊藤　文江 サイトウ フミエ （３３８９）７１８１
中野４丁目２３番８～１６号、
野方１丁目１～９番、２９番

安田　智子 ヤスダ トモコ （３２２８）７８３７ 野方１丁目１０～２３番、野方２丁目１番、２番、５番、６番

鎌田富士子 カマタ フジコ （３３８８）８２１６ 野方１丁目２４～２８番、３０～３２番、４５番

光善　美子 ミツヨシ ヨシコ （３３８５）０９８６ 野方１丁目３３～３５番、４３番、４４番、４６～４９番、５４～５８番

林　　悦子 ハヤシ エツコ （５３１８）９２４６ 野方２丁目３番、４番、７番、８番、１４～１８番、２６番

石渡ひとみ イシワタリ ヒトミ （３３８５）９３０８ 野方２丁目９～１３番、２７～３３番、３６番、３７番、４０～４８番

秋元　雅江 アキモト マサエ （３３８８）６７１１
野方２丁目１９～２５番、４９～５８番、
大和町１丁目１２～１５番

内田あや子 ウチダ アヤコ （３３８５）２２６４
野方２丁目３４番、３５番、３８番、３９番、５９～６９番、
大和町２丁目１番、２番、７番１号

酒井　得子 サカイ トクコ （３３８５）１８６９ 野方３丁目１～１４番

朝賀　庸至 アサカ ヨウジ （３３８７）５６１４ 野方３丁目１５～３０番

池谷　弥生 イケヤ ヤヨイ （３３８９）６９６８ 野方４丁目１～９番、３６番、３７番

大神田幸子 オオカンダ サチコ （３３８８）０９０９ 野方４丁目１０～２２番、２６～２８番、３２～３５番

川合　治子 カワイ ハルコ （３３８５）６４１７ 野方４丁目２３～２５番、２９～３１番、３８～４６番

藤崎由紀子 フジサキ ユキコ （３３３９）９８７４ 野方５丁目１～６番、７番５～２１号、１０～１６番、１９～２１番

澤泉　　実 サワイズミ ミノル （３３３９）６３１６ 野方５丁目１７番、１８番、２２～３４番、３５番１～６号

馬場　一枝 ババ カズエ （３３３０）３８４１ 野方６丁目１～１７番、２８～３０番

今泉　治子 イマイズミ ハルコ （３３３７）８１１７
野方６丁目１８～２７番、３１～３５番、４０番１～４・１５～２２号、４１～４４番、
４５番１１～１４号、４８～５１番

欠　員 ※
若宮１丁目７番１０～１４号、８番８～１３号、１０番、１１番５～１５号、１２～
１６番、２４～２７番

徳永　博美 トクナガ ヒロミ （３３１９）５１９０ 丸山１丁目１～１５番

清水ひな子 シミズ ヒナコ （３３８６）９９３７ 丸山１丁目１６～２８番

銅　　智子 ドウ トモコ （３３３７）９１８２ 丸山２丁目１～１６番

佐藤　菊栄 サトウ キクエ （３３３０）６４７６ 丸山２丁目１７～２４番、２７番１～５・１７～２１号、２８番

石久保敏子 イシクボ トシコ （３２２３）５９６３
主任児童委員（野方地区全域）

猿田えり子 サルタ エリコ （３３８５）３６２４

　 

大
和
地
区（
定
数
18
人
）

氏　名 ヨミガナ 電話番号 担　当　区　域

荻原ミナ子 オギハラ ミナコ （３３３６）６６０１ 野方１丁目３６～４２番、５０～５３番

桐山　安子 キリヤマ ヤスコ （３２２３）８２１９

野方５丁目７番１～４・２２号、８番、９番、
若宮１丁目１～３番、４番（１２・１３・１５・１７・１９・２０号を除く)、７番１～９・
１５・１６号、８番１～７・１４～１９号、１１番１～４号、若宮２丁目１番、２番、
２０番

山田恵美子 ヤマダ エミコ （３３３７）１５８９ 大和町１丁目１～７番、３１番、６６～６８番

大岡世津子 オオオカ セツコ （３３３７）４９１２ 大和町１丁目８～１１番、１６～２２番、２６番

近藤　敏明 コンドウ トシアキ （６３０３）８８５０ 大和町１丁目２３～２５番、２７～３０番、３７番、３８番

伊藤　芳子 イトウ ヨシコ （３３３９）３８７６ 大和町１丁目３２～３６番、５６～６５番

資延　啓子 スケノブ ケイコ ０９０（６２１９）６０５７ 大和町１丁目３９～５５番

中井のり子 ナカイ ノリコ （３２２３）８０８７ 大和町２丁目３～６番、７番２～１２号、８～１２番、１５～１９番

木村　勝昭 キムラ カツアキ （３３３８）３７１８ 大和町２丁目１３番、１４番、２０～３８番

涌井久美子 ワクイ クミコ （３３３０）１９５３ 大和町２丁目３９～４９番

桑原　敏子 クワハラ トシコ （３３３９）７１１６ 大和町３丁目１～１２番

内山佐千子 ウチヤマ サチコ （３３３８）７８４６ 大和町３丁目１３～３２番

石川富美子 イシカワ フミコ （３２２３）３６０１ 大和町３丁目３３～４１番

松田　欣子 マツダ キンコ （３３３７）４３８９ 大和町４丁目１～１７番

石津　義弘 イシヅ ヨシヒロ （３３３７）４７１３ 大和町４丁目１８～３５番

藤井美江子 フジイ ミエコ （５３２７）０３９０ 大和町３丁目４２～４４番、大和町４丁目３６～４２番、４７～５０番

石原みゆき イシハラ ミユキ （３３１０）３９０１
主任児童委員（大和地区全域）

欠　員 ※
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氏　名 ヨミガナ 電話番号 担　当　区　域

塚原眞理子 ツカハラ マリコ （３２２８）０８０８ 松が丘１丁目１～１５番

眞後　美園 シンゴ ミソノ （３３１９）１４５０ 松が丘１丁目１６～２９番

由衛万智子 ユエ マチコ （３３８５）５７９０ 松が丘１丁目３０～３３番、松が丘２丁目３０～３５番

深野　義洋 フカノ ヨシヒロ （３９５３）９２７４
松が丘１丁目３４番、３５番、
江古田１丁目１～４番、１４～２０番、
江原町１丁目１～４番、１９～２１番

高山　重男 タカヤマ シゲオ （３３８５）０７２６ 松が丘２丁目１～１２番

野口　節子 ノグチ セツコ （３３８５）８２２９ 松が丘２丁目１３～２９番

沼田　幸子 ヌマタ サチコ （３３８５）４６７４
松が丘２丁目３６番、３７番、
江古田１丁目４０～４３番、江古田２丁目１～４番、江古田３丁目１～６番、
江原町１丁目２５番６～９号

八木沢啓子 ヤギサワ ケイコ （３９５３）８３４５ 江古田１丁目５～１３番、２１～２４番、３２番、３３番

湯澤　令子 ユザワ ノリコ （３９５２）０１９８ 江古田１丁目２５～３１番、３４～３９番

大浦　厚子 オオウラ アツコ （３３８５）８６２０ 江古田２丁目５～１５番

加藤　郁子 カトウ イクコ （３３８８）５８００ 江古田２丁目１６～２４番

根岸　たつ ネギシ タツ （３３８９）５５４９ 江古田３丁目７～１５番

須田　恭子 スダ キョウコ （３９５１）９２６８ 江原町１丁目５～８番、１６～１８番、２２番、２３番、２８～３４番

若尾　紀子 ワカオ ノリコ （３９５４）０９０２ 江原町１丁目９～１４番、江原町３丁目１～１１番

森下　慶子 モリシタ ケイコ （３９５１）９３１９ 江原町１丁目１５番、３７～４７番

北田　弥生 キタダ ヤヨイ （３９５３）２３７５
江原町１丁目２４番、２５番１～５・１０～２４号、２６番、２７番、３５番、３６番、
江原町２丁目１～６番、１３番

宮本　邦子 ミヤモト クニコ （３９５１）５９２８ 江原町２丁目７番、８番、１８～２４番、３０番、３１番

堀野　春美 ホリノ ハルミ （３９５３）２９６１ 江原町２丁目９～１２番、１４～１７番、２５～２９番

片野　幸子 カタノ ユキコ （３９５３）２８１８ 江原町３丁目１２～３９番

松本由美子 マツモト ユミコ （３３８９）３４４５
主任児童委員（江古田地区全域）

角　　孝行 カド タカユキ ０９０（３４３７）７７４９
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氏　名 ヨミガナ 電話番号 担　当　区　域

小野　　武 オノ タケシ （３３８７）３１２２ 沼袋１丁目１～１４番

香川美智子 カガワ ミチコ （３３８７）６６０５ 沼袋１丁目１５～２１番、３０番、３１番１～５・２１～３０号

欠　員 ※ 沼袋１丁目２２～２９番、３１番６～２０号、３２番、３３番

榊原千加子 サカキバラ チカコ （３３８７）６３５１ 沼袋１丁目３４～４５番

内野　博司 ウチノ ヒロシ （３３８８）１７６７ 沼袋２丁目１～１５番

安達　　宏 アダチ ヒロシ （３３８８）６３７２ 沼袋２丁目１６～２２番、３２～４０番

今村富士子 イマムラ フジコ （３３８５）８３８９ 沼袋２丁目２３～３１番

杉田　　薫 スギタ カオル （３３８６）９１６５ 沼袋３丁目１～３番、７～１４番

薬袋恵一子 ミナイ エイコ （３３８６）１８５０ 沼袋３丁目４～６番、２４～２６番、３０～３４番

根本　一弘 ネモト カズヒロ （３３８５）８４２５ 沼袋３丁目１５～２３番

浅井　郁子 アサイ イクコ （３３１９）６８６６ 沼袋３丁目２７～２９番、沼袋４丁目１～６番、２３～２７番

北原美砂子 キタハラ ミサコ （３３８７）６００５ 沼袋４丁目７～２２番

倉田　美子 クラタ ヨシコ （３３８６）４１８３ 沼袋４丁目２８～４１番

欠　員 ※ 江古田４丁目１～６番、９～１３番

松本　和巳 マツモト カズミ （３３８６）７５２７ 江古田４丁目７番、８番、１４～１７番

田内　政子 タウチ マサコ （３２２８）２５７０ 江古田４丁目１８～２７番、２９～３１番

竹内喜代子 タケウチ キヨコ （３３８９）７１５５ 江古田４丁目２８番、３２～４３番

齋藤　葉子 サイトウ ヨウコ （３３８５）２３８０
主任児童委員（沼袋地区全域）

関口　敦子 セキグチ アツコ （５３８０）５３０７
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