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役        職 氏　　　　　名 所属 自治会名 福祉委員 民生児童委員 保健衛生推進員

塚山
シェリルカルバグ

     〃 村上 勉 公民館館長 水越上 木下 紘 中山 憲治

     〃 村中 昭徳 前社協会長 光陽 後藤 孝英 野坂 清二

会　　　 長 竹内 清 主任児童委員 豊岡第1 原嶋 栄一 中島 雅夫

副　会　長 松山 昭一　 福祉ボランティア 豊岡第2 木部 康男 倉野 京子 木下 幸代

     〃 山田 美枝子 民生委員 豊岡第3 岩田 有司 渡邊 忠司 森田 外喜子

理        事 牧田 省一 民生委員 豊岡第4 間宮 和弘 藤田 雄二

     〃 松永 久美恵 民生委員 菅谷第1 木村 政信 吉田 美智代

     〃 久保 美貴子 民生委員 菅谷第2－1 山川 敏之 飛弾 武夫

     〃 仲山 三津子 民生委員 菅谷第2－2 玉村 誠治 沢波 さよ子

     〃 山田 久美子 民生委員 菅谷第３ 倉内 浩子 太田 一幸

     〃 木下 幸代 民生委員 菅谷第４ 吉田 弘一 柳澤 美智子

     〃 三田村 俊雄 民生委員 菅谷第５ 中山 諒也 竹内 秀幸

     〃 松下 信子 民生委員 菅谷第６ 加藤 雄治 松井 國彦

     〃 野 坂 清 二 福祉委員 東安居E 藤田 裕子 笹木 千恵

森田 外喜子

     〃 田中 久美子 福祉委員 東安居AB 中村 信雄 小川 和美 木下幸代

     〃 廣田 寿美枝 福祉委員 東安居第6 倉内 義和

     〃 筆島 幸枝 とまと児童館館長 渡第１ 川治 正信 安達 愛

     〃 倉野 八十夫 保護司 渡第２ 髙島 高伸 斉藤 近己

     〃 八木 照子 保健衛生推進員会長 渡第３ 髙田 忠典 竹澤 裕美

渡第４ 河合 繁幸 冨田 京美

渡第５ 田中 康夫 田中 久美子

     〃 西 川 善一 福祉ボランティア 飯塚第1 佐竹 正則 田端 俊英

     〃 川畑 利男 福祉ボランティア 飯塚第2 野路 清 内山 雅雄 宮崎 和江

監       事 山田 美樹雄 自治会連合会 飯塚第3 杉本 匡之 小松 洋子 西行 雅子

飯塚第4 平野 芳和 小林 栄子 行司 絹枝

飯塚第5 廣瀬 利幸 宮崎 健一

事務局 古木 隆幸 福祉ボランティア 西学園第1 羽川 良夫 水島 正美

事務局 牧野 輝子 福祉ボランティア 西学園第2 紙本 和夫 岩永 俢一

事務局 嵯峨 喜美枝 福祉ボランティア 西学園第3 山田 哲生 片岡 輝幸

西学園第4 松尾 勇一郎 嶋本 三省

水越第1 水井 一彰 岩堀 紀江

水越第2 廣田 裕 廣田 寿美枝

大瀬第2 佐々木 義雄 江前 順一

大瀬町 野中 光晴 野口 崇之

角折町 武瀬 敏幸 元永 ますみ

角折新 山田 美樹雄 西川 達夫

下市町 越間 康雄 角野 淑枝

金屋町 木下 勇美 松下 信子

秀二 斉藤 正幸

竹内 清 吉川 美恵子

     〃 竹内 秀幸 福祉委員 東安居C 塚山 加藤 奈津子

顧　　　 問 自治会連合会 水越新 吉川

民生主任児童委員 竹内 清

代議員

シェリルカルバグ

小林 時江

山田 久美子

松下 信子

橋本 加代子

木下 幸代

松永 久美恵

牧田 省一

山田 美枝子

仲山 三津子

久保 美貴子

三田村 俊雄

山田 美枝子

今市 清見

自治会型デイ
ホーﾑ専任職員

廣田 千恵     〃

漆崎 直光     〃
公民館運営審
議会副委員長

八木 照子

島田 江美子

常見 純子

東 栄子

牧野 輝子
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