
○都留両目生害貢・児童香呂紹介○
平成13年12月1日の一斉改選で次の方々が厚生労働大臣より委嘱されました。

民生委員・児童委員は、地域住民が安心して暮らせるよう介護など様々な相談に応じ、福祉事務所など

と連携を図っております。また主任児童委員は、児童・妊産婦の福祉に関する相談に応じております。

民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容や秘密が他に漏れることはありませんので、お気

軽Iこご相談ください。

民生委員・児童委員は、地域の中で 
相談や支援を行うボランティアです 
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任期3年　平成13年12月1日～平成16年11月30日

担当地区 ��氏　　名 ��住　　　所 �軍　縮 �区 �担当地区 �氏　　名 �住　　所 �置　話 

谷 村 地 区 �田　原 ��虜嶋　義宣 ��田原1－11－2 �43－3631 �棄 権 地 区 �宮　下 �伊藤　英行 �鹿留95 �43－356 

薬　用 ��玉井　　徹 ��上谷1529－1 �43－0517 ��宮　下 �渡邁　美田 �鹿留432－1 �43－569 

士　町 ��蛾頼　清美 ��i二谷4－7－3 �43－510 ��古　渡 �志村　　繁 �鹿留2152 �43－306 

工夫神町 ��小宮　和文 ��上谷5－2－12 �43－3735 ��古　渡 �秦　　和子 �魔笛2188 �43－5812 

早馬町 ��柳漕　智子 ��土谷1－5－13 �43－0751 ��沖 �山口　金義 �鹿留1185 �43－4641 

十大神町・上大一一・部 ��金子　寿元 ��土谷3－6－鮪 �43－4783 ��上真狩 �藤江　重夫 �夏狩1798－2 �43－619 

新　町 ��梶原　　清 ��土谷3－1－鮪 �43－2226 ��上夏狩 �山口　陽子 �夏狩2077 �43－475 

II �棚・旭ヶ丘 �村上　栄一一・ ��IiI棚公一1 �43－3545 ��下憂狩 �清水　王也 �真狩146 �43－265 

仲　町 ��J �田ふじ子 �中央2－7－鮪 �43－281 ��境 �杉田いつ子 �境254 �45－218 

高尾町 ��志村　清江 ��中央2－2－3 �43－6251 ��境 �松IIi澄子 �境294 �45－219 

ヾ　町 �中島二千雄 ��中央3－6－9 �43－2062 ��（主任児童委員） �河口　絶枝 �夏狩1884 �43－259 

横　町 ��志村　武男 ��中央2－5－1 �43－2228 ��（主任児童委員） �石井　君代 �鹿留129－3 �43－167 

栄　町 ��秋LLI俊美 ��中央1－5－8 �43－2957 �宝 地 区 �金　井 �矢嶋　昭治 �金井46 �43－592 

幸　町・城北町 ��小林　義子 ��つる3－7－11 �45－5656 ��屈原・当粟・如拙・サン妨中葉 �森鴫　止雄 �加畑310 �43－444 

町 �井上　幸子 ��つる1－1－9 �43－234 ��宮下一部・横畑・南組 �奥秋　忠夫 �中津森192 �43－262 

寿　町 ��小俣　幸子 ��つる1－9－5 �43－2965 ��宮下都・上手・上中下組・）榊謝 �佐藤　唯一 �中津森714 �43－407 

弁天町・深　田 ��小笠原直江 ��下谷1－4－3 �43－1385 ��御太刀・御北・久保 �渡達　雄一一一一 �大幡1119 �43－262 

新明町・姥　沢 ��秋山　要子 ��下谷3－3－㌘ �43－4371 ��岩崎・大門・サンタウン宝 �珂IJi良子 �大幡2026－1 �43－172 

姥　沢・新　井 ��関口　車窓 ��下谷4－1－7 �43－1688 ��つるぎ・古宮地 �小俣　澄子 �大幡4507－1 �43－165 

長者町 ��Ii �1円　高祐子i �つる5－5－10 �43－5497 ��大野・宮地・丹保・高畑 �剥田　　彰 �大幡3250 �43－354 

之巣・I蘭川堤進住宅 �近藤　止俊 ��つる5－7－8 �43－1742 ��（主任児童委員） �佐藤　秀子 �大幡3417 �43－209 

羽根子 ��相漕　節子 ��下谷2813 �43－4519 �未 生 地 区 �四日市場・赤坂・瀬中 �小林よ志子 �四日市場89－6 �43－6572 

（主任児童委員） ��宮津1回江 ��土谷5－6－30 �43－1005 ��四円市場・富士見台 �上野かよ子 �四I二川i場1088 �43－529 

（主仔児童委員） ��新津　利子 ��つる1－5－2 �43－4175 ��月見ヶ丘 �熊坂　　弘 �囲円市場359－78 �43－138 

士 ，＝i 閑 地 地 区 �法能・住吉・1－1のI岬丁 ��後藤　　敬 ��法能167 �43－6865 ��占川渡 �近藤さだ子 �占IiI渡914 �43－232 

宮原・中野団地 ��相Iii義美 ��法能861 �43－3093 ��古川渡 �矢野八重子 �古川渡783 �43－5642 

川・サン舛ンけIi・引の用 �放しLI紀男 ��ユ訓I200 �43－7591 ��井倉“井倉団地 �清水　良江 �井倉463 �43－5651 

戸沢・上戸沢 �三井　Li三浦 ��戸沢147 �43－331 ��九鬼・九鬼団地 �小笠原昭夫 �井倉229 �43－3802 

繍町・熊井I言熊）－出航地 ��武井　邦雄 ��小野405 �45－021 ��IIi茂 �川茂　俊子 �川茂195 �43－114 

下小野・中′丹野・西海戸 ��武井　英子 ��小野459 �43－5838 ��堀之内・原 �平井　利美 �小形山526 �43－854 

大津・上小野・権現原 ��小俣　房枝 ��小野778 �43－7503 ��松葉・中谷・古宿 �板倉　亨悪 �小形山2792 �43－801 

下細野・上細野 ��曽根　秀子 ��大野822 �43－324 ��門　前 �天野　柴一 �田野倉872 �43－825 

菅　野 ��小林　敏男 ��大野2970 �43－3017 ��宿・田野倉団地 �中村　令吉 �田野倉1019－2 �45－202 

（主仲兄董委員） ��安富　照子 ��法能2317 �3－7517 ��宿 �河野　辿治 �田野倉634－1 �43－8352 

1Ii古城 �� �藤　裕雄 �十日市場10－2 �43－5702 ��（主任児童委員） �幡野恵美子 �四日市場838－5 �45－232 

口二I市場 �� �用i智恵子 �i同市場00 �46－5333 ��（主任児童委員） �都倉みどり �田野倉601－4 �45－132 
棄 権 地 区 �蒼亀映し射地 ��．耕村　俊雄 ��十日高揚974－6 �45－048 �盛 里 地 区 �与　縄 �谷囚　久利 �与縄291 �43－610 

植　町 �� �枝　泰清 �僅町1437 �43－4571 ��馬場・朝日同地 �清水さか江 �朝日馬場435 �48－202 

柾　町 ��藤江　先般 ��桂町12幻ー1 �43－2442 ��久保・神門・大平 �小俣　文子 �朝日曽雌1816 �48－234 

桂　町 ��天野よ志子 ��樺町1075 �43－2298 ��曽　雌 �渡遭　　淑 �朝日曽雌1487 �48－235 

桂　町 ��磯村　嘩一一・ ��桂町1001－7 �3－4581 ��（主任児童委員） �臼井　豊子 �与縄768 �43－686 
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