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井
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区
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速水　トミヲ 野田、木尾 74-2980
浅田　又右衞門 上野、小室、黒部 74-2019
德永　嘉之 竜安寺、谷口、北野 74-2796
北田　善隆 瓜生、田川、須賀谷 74-2015
嶋寺　雅子 北ノ郷、東野 74-0343
西川　三郎 小野寺、醍醐、徳山、高尾 74-2364
安藤　照子 飯山、当目 74-2314
大橋　正子 大門、乗倉 74-1971
堤　範夫 西主計、東主計、南郷 74-1735
宮川　源内 相撲庭 74-1340
藤　知行 今荘、佐野 74-1026
北川　佳代子 南池、北池、法楽寺 74-3665
佐々木　和美 野村 74-1865
押谷　長兵衛 野瀬 76-0354
宮元　義嗣 草野 76-0304
髙山　正孝 高山 76-0921

野　信一 寺師、西村、太田 76-0257
奥長　基浩 郷野 76-0421
高橋　靜生 鍛冶屋、岡谷 76-0770
伊吹　安夫 浅井高原 74-3918
近藤　富代 浅井高原 74-2441
漣　　昭子 新三田、西新三田、北新三田 74-3613
藤田　守 野上 74-4127
青井　洋子 ○主任児童委員（浅井地区） 76-0393
伊吹　鈴子 ○主任児童委員（浅井地区） 74-2640
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髙橋　　勲 細江 72-3015
中川　泰彦 曽根、御館 72-3530
大岡　和子 曽根 72-3714
増田　久枝 錦織、落合 72-4029
西邑　洋子 難波、新居、野寺 72-3881
西川　正人 八木浜 72-3815
中濱　顯文 大浜、中浜 72-2157
蒲生　久司 南浜 72-3141
中川　武治 川道 72-3788
中川　登美子 川道 72-2477
眞壁　榮禧 小観音寺、稲葉、弓削、香花寺 72-3273
上野　英子 富田、北富田、十九 72-4002
秋野　久子 上八木、下八木 72-2762
川邊　隆夫 早崎、下益田 72-3658
前川　豊司 益田、安養寺 72-3887
山瀬　昭雄 鶴ヶ島、みずべの里 72-2168
室　幸子 ○主任児童委員（びわ地区） 72-2408
曽我　葊一 ○主任児童委員（びわ地区） 72-3746
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浅井　德子 井口 85-2624
髙槗　明信 持寺、洞戸、高月尾山、保延寺 85-4364
天盛　晶明 雨森 85-5337
橘　善證 高野 85-4702
宮﨑　春枝 新井口 85-5789
小森　清一 柏原 85-3824
沢尾　恒子 新柏原 85-6560
藤森　了堅 渡岸寺、落川 85-2910
北山　滿希子 馬上 85-3901
久呉　美知子 森本 85-5239
高橋　義達 高月（第１・第２町内会） 85-2109
村井　憲之 高月（第３・第４町内会） 85-5311
嶌津　謙一 高月（第５・第６町内会） 85-3463
井口　美保 宇根 85-3264
山岡　博昭 東阿閉 85-2680
弓削　さい子 東柳野、柳野中、西柳野 85-2467
野洲　悦子 重則、松尾、高月西野 85-3773

松永　藤樹 熊野、片山 050-1563-
2744

細江　新悟 西阿閉 85-2966
川田　幸夫 高月東高田、高月布施、横山 85-4914
布施　秀茂 唐川 85-2363
竹薗　和佐 東物部 85-2621

山　千代子 西物部、磯野 85-3246
友田　千代美 ○主任児童委員（高月地区） 85-4739
細江　かよ子 ○主任児童委員（高月地区） 85-3557
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山田　博 金居原 84-0222
川口　真理 杉野 84-0286
白髭　昭子 杉本、音羽 84-0208
林　一葉 大見 82-2787
吉田　節美 川合 82-5015
大谷　義長 古橋 82-2818
大谷　均 石道 82-2764
山内　厚子 木之本小山 82-2682
文室　宏 木之本 82-4953
岩根　とき子 木之本 82-2238
藤田　登喜子 木之本 82-2428
速水　正弘 木之本 82-2050
寺田　久義 木之本 82-4995
藤田　三治 木之本 82-4480
脇坂　孝夫 木之本 82-4491

山口　仙次郎 廣瀬 090-7096-
6771

早川　紀久子 廣瀬 82-4126
浅井　幸子 廣瀬 82-3368
中澤　良樹 廣瀬 82-2574
上田　邦之 廣瀬 82-3335
井駒　千惠子 廣瀬 82-4113
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小嵜　光輝 唐国 73-2249
山路　雅男 月ヶ瀬 73-4186
栗原　一美 虎姫本町 73-2056
城下　義晴 大寺 73-2822
松見　学 中野 73-2271
田中　圣文 三川 73-3826
木村　幸一 宮部 73-2543
国友　寿美子 宮部 73-3829
太田　節子 大井 73-2243

川　知加子 西大井 73-3600
上田　ゑみ子 桜町 73-3474
杉本　たき子 桜町 73-3521
北川　美代子 桜町 73-3104
佐藤　キミコ 柿ノ木 73-2277
藤田　和男 長田 73-2293
梅塚　清隆 新旭町 73-2240
中嶋　守 新旭町 73-3638
藤田　義信 新旭町 73-3118
渡邉　容子 酢 73-2943
牧元　和美 五村 50-7482
村居　利美 田 73-2623
貴山　明 ○主任児童委員（虎姫地区） 73-2444
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長谷川　義昭 小谷郡上、小谷美濃山 78-0556
山田　健 小谷上山田、下山田 78-1556
中谷　進 二俣、小谷丁野 78-1339
速水　清祗 小谷丁野 78-0549
大野木　勇夫 山脇、河毛 78-0824
林　栄 別所、留目、小谷伊部 78-1509
橘　香澄 小今、賀 78-0413
松山　咲江 馬渡 78-0527
野澤　佐太郎 大安寺、南速水、小倉 78-0917
中山　茂子 湖北高田 78-1377
北川　澄子 速水 78-1540
萬代　勝重 速水 78-1157
南部　久男 八日市、青名 78-0251
葊部　良平 猫口、沢、湖北今 78-0960
牧井　政夫 山本 79-1007
朝日　明美 山本 79-0023
上野　幸一 五坪、大光寺、田中 79-0032
長瀬　成実 海老江 79-0680
武田　五一朗 延勝寺 79-0535
杉本　清光 今西 79-0927
杉本　日出子 津里、石川、湖北東尾上 79-0515
中村　藤茂明 尾上 50-2056
西村　みち子 ○主任児童委員（湖北地区） 79-0239
小畑　とし子 ○主任児童委員（湖北地区） 78-0030
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髙橋　均 黒田、黒田新町、駅前黒田 82-3232
菅井　政晴 黒田、黒田新町、駅前黒田 82-3155
杉本　幸久 アットリ 82-3171
田部　富子 田部 82-4583
林　幸夫 千田 82-2334
原　正三 大音、飯浦、山梨子 82-5163
高橋　律子 西山 82-2950
伊香　浩 田居 82-3471
二宮　芳和 北布施 82-3862
竹内　武士男 赤尾 82-2295
山表　春代 ○主任児童委員（木之本地区） 82-3454
北野　澄子 ○主任児童委員（木之本地区） 82-2827
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吉井　秀之進 坂口 86-2375
間所　日出司 下余呉 86-3838
中村　すみ子 下余呉 86-2271
東野　粂治 中之郷（北組、東組） 86-2489
三段﨑　靜子 中之郷（西組、南組） 86-2220
桐畑　晃子 八戸、川並 86-2733
藤井　喜美代 下丹生、摺墨 86-3628
加茂　冨美江 上丹生 86-2677
嵐　辰夫 菅並 86-2539
久保川　光夫 文室、国安 86-3446
山田　健一 余呉東野（１〜４組） 86-3272
田川　み千代 余呉東野（５〜７組） 86-2761
東野　了 今市 86-3724
宮本 安之 新堂、池原 86-2031
藤田　隆 小谷、柳ヶ瀬 86-2218
田川　政美 椿坂 86-3652
中山　登 中河内 86-3519
浅井　美和子 ○主任児童委員（余呉地区） 86-3274
髙田　峰子 ○主任児童委員（余呉地区） 86-3818
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松井　忠美 塩津浜 88-0497
杉本　修 祝山、野坂 88-0774
横井　加代子 塩津中 88-0535
前田　建三 余、余南 88-0865
佃　隆一 集福寺 88-0218
宮川　清美 沓掛 88-0701
野坂　久雄 横波 88-0419
平尾　善次 岩熊、月出 88-0577
田中　誠一 大浦 89-0398
安藤　末太郎 菅浦 89-1161
松井　勝子 八田部 89-0669
坂井　冨子 山田、西浅井小山 89-1026
道満　忠孝 中 89-0887
狩野　哲之佐 庄 89-0128
岡本　茂 黒山 89-0283
熊谷　みよ子 ○主任児童委員（西浅井地区） 88-0254
司馬　祐美 ○主任児童委員（西浅井地区） 89-1114

（任期：平成25年12月１日～平成28年11月30日） （任期：平成25年12月１日～平成28年11月30日）
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