
役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 岩田　修二（地元市会議員）【本上町】　　　霜田　　剛（地元市議会議員）【穀　町】

監 事 中沢　光男（前支部長）【本上町】

支 部 長 森園　光雄（区長）【上中町】

副支部長 霜田　　剛（区長）【穀　町】　　　朝間　庸介（区長）【上　町】　　　小山　健治（区長）【本上町】

理 事

田中　三夫（副区長　庶務） 赤松　光一（副区長　会計） 山崎　耕蔵（民生児童委員）　【穀　町】

中澤　道夫（副区長） 北堀　　宏（会計） 冨澤　明男（民生児童委員）　【上　町】

川上　康廣（副区長）

藤井壽美男（主任児童委員）

玉井　庄三（区会計） 田幸　保子（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【本上町】

牧　　英三（副区長） 花岡袈裟好（会計） 高橋　信子（民生児童委員）　【上中町】

評 議 員

金須　良雄（総務部長）

小泉　雅之（防犯部長）

町田　貴志（文教部長） 外谷　繁勝（評議員）

　　　　　　　　　　　　　【穀　町】

金井　康明（総務部長）

朝間　春子（保健補導員）

春原　睦男（育成会長） 山岸　君子（日赤奉仕団副分団長）

　　　　　　　　　　　　　【上　町】

井上　昌美（総務部長）

岩田　好子（保健補導員）

田幸　純夫（業務部長） 小島　末吉（衛生部長）

　　　　　　　　　　　　　【本上町】

前坂　政明（衛生部長）

神林とも子（保健補導員）

中村　貴彦（分館長） 中村　厚子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【上中町】

平成 22 年度　上部支部役員名簿



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問

高橋　英治（前区長）【太子町】　　　新崎　益男（前区長）【春木町】

清水　　眞（前区長）【常盤町】　　　栗田　英紀（前区長）【中　町】

中村　邦雄（前区長）【新　町】

監 事 山岡　常夫（区長）【常盤町】　　　勝山　　博（区長）【新　町】　　

支 部 長 中村　道夫（区長）【太子町】

副支部長 小泉　英明（区長）【春木町】　　　栗田　英紀（区長）【中　町】

理 事

浜岡　正則（副区長） 西澤　佳子（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【太子町】

平井　敏嗣（副区長）

小林　恭子（民生児童委員）

佐藤　政世（主任児童委員）

丸山　勇作（民生児童委員）

角田　正雄（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【春木町】

三戸部　博（副区長） 清水　　真（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【常盤町】

中野　博勝（副区長） 小布施　武（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【中　町】

荒井喜代実（副区長） 宮本　圭子（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【新　町】

評 議 員

滝澤　米子（保健補導員）

滝澤　光雄（老人会長）

尾崎　京子（保健補導員） 宮澤　煕子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【太子町】

新崎　芳子（保健補導員）

坂田　恵子（保健補導員）

滝沢あけみ（保健補導員）

中澤ミヨシ（保健補導員）

小田切順子（保健補導員）

浅野　恭一（老人会長）

田丸　節子（保健補導員）

橋本ちふみ（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【春木町】

久保　隆子（保健補導員） 大羽　深雪（保健補導員） 樋口　邦夫（老人会長）　　　【常盤町】

鈴木　勝男（老人会長） 　　　　　　　　　　　　　【中　町】

中沢美砂子（保健補導員）

小平　圭一（老人会長）

萩原　孝子（保健補導員） 浦野　秀子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【新　町】

平成 22 年度　東部支部役員名簿



平成 22 年度　西部支部役員名簿
役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 豊田　清寧（市議会議員）【立　町】

参 与 神田　　稔（前区長会第三ブロック長）【北横町】

支 部 長 小坂　　智（区長会第三ブロック長）【横　町】

副支部長

中内　健一（区長）【北横町】　　　長澤　勇治（区長）【東横町】　　　松井　　汪（区長）【南横町】

梅本　良夫（区長）【立　町】　　　鰐川　晴夫（区長）【馬場町】　　　小林　英敏（区長）【西　町】

南澤　正敏（区長）【須坂ハイランド町】

理 事

廣田　正人（区長代理）【横　町】　　　中村　義勝（副区長）【東横町】

村石　勝重（副区長）【南横町】　　　　関野　友憲（副区長）【北横町】

冨澤　由明（副区長）【立　町】　　　　小池　　勲（副区長）【馬場町】

大澤　偉雄（区長代理）【西　町】　　　坂田　　博（区長代理）【須坂ハイランド町】

評 議 員

古家　敏男（民生児童委員地区会長） 　　　　　　　　　　　　　【横　町】

興津　正昭（民生児童委員）

廣田　恵理（保健補導員）

水本むつみ（保健補導員）

竹前　祐子（保健補導員）

小林　悦子（保健補導員）

中島ナナ子（保健補導員）　　【東横町】

滝沢　敬子（民生児童委員）

石田　富子（保健補導員）

田子美佐子（保健補導員）

下田　恭子（保健補導員）

萩原　輝美（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【南横町】

小林恵美子（民生児童委員）

小平　高子（保健補導員）

永田　　子（保健補導員）

田尻　智子（保健補導員）

上原　淑子（保健補導員）

中野　嘉英（保健補導員）　　【北横町】

大日方延男（民生児童委員）

德永　繁子（保健補導員）

関　ゆう子（保健補導員）

保坂　敬子（保健補導員）

北島　幸子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【立　町】

西原あけみ（民生児童委員）

湯本　照子（保健補導員）

傳田てつ子（保健補導員）

坂口　和代（民生児童委員）

山下ちよ子（保健補導員）

上沢久美子（保健補導員）

丸山喜美江（民生児童委員）

小林　愛子（保健補導員）

岡田　透子（保健補導員）　　【馬場町】

滝澤みどり（保健補導員） 　　　　　　　　　　　　　【西　町】

細井　洋子（民生児童委員） 北村季美子（保健補導員） 竹内　房子（保健補導員）

　　　　　　　　  【須坂ハイランド町】



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問
浅野　隆一（市議会議員）【南原町】　　　佐藤壽三郎（市議会議員）【境沢町】
中島　義浩（市議会議員）【八幡町】　　　永井　光明（市議会議員）【小山町】
永井　康彦（市議会議員）【小山町】

監 事 小松　弘和（区会長）【北原町】　　　大倉　富安（区会長）【境沢町】

参 与 成田　　清（前支部長）【北原町】

支 部 長 宮崎　一郎（区長）【坂田町】

副支部長 須田　征吉（区長）【南原町】　　　角田　幸男（民生児童委員・社協地区長）【坂田町】

理 事

最上　隆夫（区三役）
山岸ひろ子（民生児童委員）

田中　義久（区三役） 成田　光司（区三役）
　　　　　　　　　　　　　【坂田町】

信太　康男（区三役）
飯田　貞子（民生児童委員）

市村　忠彦（区三役）
飯泉まき子（民生児童委員）

小川　精一（民生児童委員）
荒巻　照子（ブロック主任児童委員）
　　　　　　　　　　　　　【南原町】

宮崎　達夫（区三役）
岡部　忠男（民生児童委員）

増田　重昌（区三役） 尾崎　　功（民生児童委員）
　　　　　　　　　　　　　【北原町】

菅谷　美明（区三役）
新井　　進（民生児童委員）

佐藤　雄三（区三役）
青木　秀子（民生児童委員）

町田　栄司（区三役）
　　　　　　　　　　　　　【小山町】

橋本　明夫（区三役）
熊井　　稔（区三役）
米山　直孝（民生児童委員）

金澤　芳夫（区三役）
降旗　昱子（民生児童委員）
吉野　久子（民生児童委員）

荒井　　敏（区三役）
片桐　哲男（民生児童委員）
　　　　　　　　　　　　　【屋部町】

永田　善久（区三役）
坂田　英雄（区三役）
菅原　　憲（民生児童委員）

中島袈裟二（区三役）
堀内満津恵（民生児童委員）
池田由美子（ブロック主任児童委員）

永田　　昇（区三役）
直江　利子（民生児童委員）
　　　　　　　　　　　　　【八幡町】

永田　正志（区三役）
永田　繁江（民生児童委員）

永田　正幸（区三役） 常川　　守（民生児童委員）
　　　　　　　　　　　　　【境沢町】

評 議 員

野池　勝昭（区役員）
梨本　鴨行（育成委員）
池田　孔子（保健補導員）

塚田　博義（区役員）
上野　松美（保健補導員）
山岸美恵子（保健補導員）

宮崎　忠男（区役員）
宮崎　春江（保健補導員）
　　　　　　　　　　　　　【坂田町】

本多　義久（区役員）
荒巻　健治（区役員）
勝山　直子（保健補導員）
元田ゆず香（保健補導員）
中村　和子（保健補導員）

石坂　克彦（区役員）
福井とし江（区役員）
西澤　朋子（保健補導員）
中村よお子（保健補導員）
渡辺　聖子（保健補導員）

監物　　弘（区役員）
酒井　和裕（育成委員）
飯泉　永子（保健補導員）
大内ミチ子（保健補導員）
　　　　　　　　　　　　　【南原町】

垂澤　　至（区役員）
冨沢袈裟治（区役員）
花岡ゆり子（保健補導員）

多門　祐司（区役員）
島田　公代（育成委員）
山岸　ちい（保健補導員）

中村　金雄（区役員）
小林　房恵（保健補導員）
遠藤三佳子（保健補導員）　　【北原町】

新井　君夫（区役員）
勝山　信子（区役員）
松井あさ子（保健補導員）
永井美登子（保健補導員）

傳田　秀樹（区役員）
永井　教雄（区役員）
田中　泰江（保健補導員）
櫻井　久枝（保健補導員）

関野　利夫（区役員）
田中　　眞（育成委員）
神津　園子（保健補導員）
新井　郁子（保健補導員）　　【小山町】

武藤　悦朗（区役員）
黒岩　　努（壮年会長）
関野　征代（保健補導員）
市橋　教子（保健補導員）
広田　広子（保健補導員）

藤沢　佳弘（区役員）
宮崎まゆり（育成委員）
中村まさ子（保健補導員）
阪田　雅子（保健補導員）
赤塩　寿子（保健補導員）

山本　　親（区役員）
山口　澄子（保健補導員）
関口はるみ（保健補導員）
寺門　秀子（保健補導員）
西沢美弥子（保健補導員）　　【屋部町】

鈴木　紘一（区役員）
滝澤　　肇（区役員）
北澤　幸恵（保健補導員）
田幸　澄子（保健補導員）

原　　恒夫（区役員）
吉池　　清（育成委員）
湯本　律子（保健補導員）
中俣　　芳（保健補導員）

窪田　桂子（区役員）
町田　宣子（保健補導員）
藤沢やす子（保健補導員）
　　　　　　　　　　　　　【八幡町】

松野今朝文（区役員）
永田　正子（区役員）
黒岩多美子（保健補導員）

菅沼　達勇（区役員）
中島　　勝（育成委員）
永田　富子（保健補導員）

永田　松男（区役員）
八木　洋子（保健補導員）
清水千恵子（保健補導員）　　【境沢町】

平成 22 年度　南部支部役員名簿



平成 22 年度　日滝支部役員名簿
役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 宮坂　成一（市議会議員）【大谷町】　　　田中　章司（市議会議員）【相森町】

監 事 越　　雅佳（前支部長・区長）【本郷町】

参 与
北澤　範夫（前区長）【高橋町】　　　松澤　安弘（前区長）【相森町】

小林　秋彦（前区長）【大谷町】

支 部 長 樋口　義則（区長）【大谷町】

副支部長 北澤　清夫（区長）【高橋町】　　　﨤町　　惇（区長）【相森町】　　　瀧浪　一郎（区長）【本郷町】

理 事

桑原　信行（副区長）

坪井由美子（主任児童委員）

冨澤　慶吉（民生児童委員） 山際　泰子（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【大谷町】

北澤　　勝（副区長）

滝澤　弘己（民生児童委員）

北澤　初枝（民生児童委員） 利根川蓉児（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【高橋町】

竹前　孝吉（副区長）

宮川かほる（民生児童委員）

菊池　健造（区会計） 佐藤　　清（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【相森町】

久保田新一（区長代理） 梅本　　薫（民生児童委員） 宮川ケサミ（民生児童委員）　 【本郷町】

評 議 員

植木　章子（保健補導員）

丸山　秋子（保健補導員）

宇田　咲子（日赤奉仕団代表）

宮前　光子（保健補導員）

佐藤きよ子（保健補導員）

宮前　慶子（保健補導員）

牧　　敦子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【大谷町】

北澤　一子（保健補導員）

北澤さち子（保健補導員）

古平たい子（日赤奉仕団代表）

北澤　洋子（保健補導員）

橋本　貞子（保健補導員）

梨本　幸子（保健補導員）

森下恵美子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【高橋町】

勝山　眞澄（保健補導員）

越　　園子（保健補導員）

佐藤　孝子（日赤奉仕団代表）

新﨑やよい（保健補導員）

松澤佐智子（保健補導員）

二ノ宮𠮷子（保健補導員）

市川　清子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【相森町】

中村　住代（保健補導員）

藤沢　礼子（保健補導員）

牧　八代枝（保健補導員）

西田　隆子（日赤奉仕団代表）

小山　鏡子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【本郷町】



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 古谷　秀夫（市会議員）【相之島町】　　　北澤　雄一（市会議員）【新田町】

監 事 境　　吉弘（前年度支部長）【南小河原町】　　　山岸　豊司（前年度副支部長）【小島町】　　

参 与 境　　吉弘（前年度支部長）【南小河原町】　　　山岸　豊司（前年度副支部長）【小島町】

支 部 長 丸山　光央（区長会長）【北相之島町】

副支部長 土屋　憲司（区長）【小河原町】　　　吉池　和夫（民生児童委員）【小河原町】

理 事

﨤町　　廣（副区長会長） 岡沢　重子（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【高畑町】

小林　義生（区長） 駒沢　貞弘（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　【南小河原町】

浅井　洋子（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　【小河原町】

森山　　勤（区長） 武内　美福（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【新田町】

中島　久雄（区長） 中島　満雄（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【小島町】

藤田　国良（区長） 坂詰　悦子（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　【相之島町】

小谷原千幸（民生児童委員） 吉沢　五子（民生児童委員） 塚田　春子（民生児童委員）【北相之島町】

荒井　哲蔵（区長） 小柳　徳子（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【豊島町】

評 議 員

﨤町　輝雄（区長代理） 﨤町　貞子（保健補導員） 﨤町　　廣（日赤奉仕団）　　【高畑町】

斉藤義房（区長代理）

小林　義生（日赤奉仕団）

町田　　徳（南小河原町長生会長） 斎藤　幸子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　【南小河原町】

関　　恒治（区長代理） 米山　静江（保健補導員） 土屋　憲司（日赤奉仕団）　【小河原町】

北村　幸宜（区長代理）

森山　　勤（日赤奉仕団）

小林　忠雄〈豊栄会長（新田町神明会長）〉 岩下　智子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【新田町】

山岸　康雄（区長代理）

中島　久雄（日赤奉仕団）

山岸　三吉（小島町老人会長） 丸山多美子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【小島町】

神林　　健（区長代理） 神林　三枝（保健補導員） 藤田　国良（日赤奉仕団）　【相之島町】

畔上　順一（区長代理） 石田　晴美（保健補導員） 丸山　光央（日赤奉仕団）【北相之島町】

佐藤　正利（区長代理） 土屋　武子（保健補導員） 荒井　哲蔵（日赤奉仕団）　　【豊島町】

平成 22 年度　豊洲支部役員名簿



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 山崎　和男（元市会議員）【北旭ヶ丘町】

監 事 上野　敏一（区長）【旭ヶ丘町】　　

参 与
池田　　穣（前区長）【旭ヶ丘町】　　　常長　虎徹（前自治会長）【北旭ヶ丘町】

熊井　　勝（前区長）【松川町】　　　　馬場　義直（前区長）【光ヶ丘ニュータウン】

支 部 長 峯村　　雍（区長）【光ヶ丘ニュータウン】

副支部長
荒井　公雄（区長）【北旭ヶ丘町】　　　上野　敏一（区長）【旭ヶ丘町】

木内　真治（区長）【松川町】

理 事

静谷　安廣（副区長）

高田　順次（育成会長）

石沢　　正（民生児童委員）

荒井　好郎（会計）

冨長　正文（交通防犯分会所）

小山　昭代（民生児童委員）

竹前　俊雄（分館長）

池田　裕幸（体育祭事部長）

大島　初惠（民生児童委員）【旭ヶ丘町】

島田　寿二（副自治会長）

永田袈裟蔵（民生児童委員）

山岸　　隆（会計）

中里　信子（民生児童委員）

返町　忠吉（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　 【北旭ヶ丘町】

木内　真治（区長） 鹿野　洋子（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【松川町】

秋山　三男（副区長）

荻原　　滋（民生委員）

小出　正夫（会計） 野池　博一（衛生部長）

　　　　　　　　【光ヶ丘ニュータウン】

評 議 員

宮沢　真司（第 1 部部長）

宮本　　脩（第 4 部部長）

坪井　一憲（第 2 部部長）

坂口　修蔵（第 5 部部長）

河合　勝男（第 3 部部長）

　　　　　　　　　　　　【旭ヶ丘町】

勝山　忠昭（第 1 部部長）

稲田　静江（第 5 部部長）

牧　　　毅（第 1 部部長）

竹内　　毅（第 6 部部長）

小林　正宏（第 1 部部長）

　　　　　　　　　　　【北旭ヶ丘町】

宮川　和幸（公民分館長） 轟　　好恵（保健補導員） 中村　文子（保健補導員）　　【松川町】

宮下　　彰（公民分館長） 永池　裕子（保健補導員） 池田　紀子（保健補導員）

　　　　　　　　【光ヶ丘ニュータウン】

平成 22 年度　旭ヶ丘支部役員名簿



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 善財　文夫（市会議員）【田の神町】

監 事 佐藤　一利（公民分館第 8 ブロック長）【沼目町】　　　小林　弘幸（消防団第 6 分団長）【塩川町】　

参 与

片桐　秀一（日野小学校長）　　　古川　和代（日野保育園長）

田子　澄夫（JA 須高西部営農センター長）　　　佐藤　昭雄（農村環境改善センター所長）

涌井　二夫（保護司）【塩川町】　　　小柳　邦義（保護司）【塩川町】

竹内三男（保護司）【八重森町】　　　田中　尚子（保健補導員ブロック長）【塩川町】

支 部 長 畔上　栄一（区長会ブロック長）【田の神町】

副支部長 黒岩　光雄（区長会副ブロック長）【沼目町】　　　大峽　栄治（民生児童委員地区会長）【塩川町】

理 事

森川　輝男（区長） 竹内紀久子（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　【八重森町】

有賀　昭治（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【沼目町】

竹田　慶市（区長）

海野　光子（民生児童委員）

原　　啓子（民生児童委員） 大橋　好夫（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【塩川町】

小布施次郎（区長） 木村　善行（民生児童委員） 中島千恵子（民生児童委員）　【高梨町】

黒岩　勇次（区長） 相原　保之（民生児童委員） 青木　良文（主任児童委員）　【五閑町】

黒岩　正勝（区長） 池森　寿雄（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【村山町】

渡邉　　武（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　【田の神町】

評 議 員

三石　浩之（区長代理）

佐々木啓佐義（老人会長）

中島　　浩（分館長）

深沢　尚子（保健補導員会員）

根本　健一（育成会長）

　　　　　　　　　　　　【八重森町】

寺澤　幸夫（区長代理） 関野あかね（育成会長） 有賀ふみ子（保健補導員）　　 【沼目町】

中村　寿勝（区長代理）

植木　昭治（老人会日野地区ブロック長）

宮下　　博（分館長）

小林敬次郎（身障協会支部長）

須山　敏明（育成会長）

　　　　　　　　　　　　　【塩川町】

小布施了司（副区長）

松尾袈裟延（老人会長）

小林　　章（分館長）

伊藤　京子（保健補導員）

宮沢　健一（育成会長）

中島　孝夫（日野地区農家組合長）【高梨町】

大峽　八郎（副区長）

丸山　清惠（保健補導員）

小林　和夫（分館長） 山口　　博（育成会長）

　　　　　　　　　　　　　【五閑町】

古平　好一（副区長）

佐藤　千春（保健補導員）

黒岩　　薫（分館長） 小平　淳市（育成会長）

　　　　　　　　　　　　　【村山町】

福本　　洌（副区長）

植木　文子（保健補導員）

門脇　一郎（分館長）

武井　徳夫（遺族会長）

高橋　　勉（育成会長）

　　　　　　　　　　　　【田の神町】

平成 22 年度　日野支部役員名簿



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 土谷フミエ（市議会議員）【米持町】　　　堀内　孝人（市議会議員）【中島町】

監 事 平野　　正（前々年度区長会地区会長）【福島町】　　　堀　　健三（前年度区長会地区会長）【福島町】

参 与
三上　忠孝（井上地区老人会長）　　　牛山　達雄（JA 須高井上支所所長）
山岸　深志（井上小学校校長）　　　月原　京子（井上保育園園長）　　　平出　永子（千曲保育園園長）

支 部 長 牧　誠一郎（区長会地区会長）【中島町】

副支部長 西澤　正隆（区長会地区副会長）【米持町】　　　弓田　　忍（民生児童委員地区会長）【二睦町】

理 事

竹前　　勇（区長） 羽生田公一（民生児童委員） 山岸　民子（民生児童委員・婦人会長）
　　　　　　　　　　　　　【井上町】

堀内　　勝（区長） 須田　幸一（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【福島町】

牧　誠一郎（区長） 冨澤　親雄（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【中島町】

塩崎　　勇（区長） 駒木　吉治（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　【九反田町】

田幸　重彦（区長・主任児童委員） 山岸　理人（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【幸高町】

西澤　正隆（区長）
山崎せつ子（農協婦人部副会長）

斉藤　悦二（民生児童委員） 外谷　はつ（民生児童委員）
　　　　　　　　　　　　　【米持町】

弓田　明人（区長） 弓田　　忍（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【二睦町】

評 議 員

坂本　藤雄（区長代理）
小林　睦雄（当役）
竹前　厚子（保健補導員）
小林　英子（保健補導員）

鈴木　悦雄（当役）
内舩　正敏（分館長）
中澤　好子（保健補導員）
宮下五美子（保健補導員）

山岸　達雄（当役）
有賀　陽子（保健補導員）
宇原　巳良（保健補導員）
　　　　　　　　　　　　　【井上町】

小林　照夫（区長代理）
平野瑠美子（保健補導員）
須田はるえ（保健補導員）

大峡　　誠（区会計）
西脇くに子（保健補導員）

内山　　登（分館長）
平野　初子（保健補導員）
　　　　　　　　　　　　　【福島町】

佐藤　行勇（区長代理）
禰冝田栄子（保健補導員）

冨澤　竹雄（土木委員会）
滝澤　立子（保健補導員）

清水　政和（分館長）
　　　　　　　　　　　　　【中島町】

北村　　厚（区長代理）
駒木　善子（保健補導員）

高橋　正明（分館長） 神田タケ子（保健補導員）
　　　　　　　　　　　　【九反田町】

山際　勝彦（区長代理〈会計〉）
山岸　洋子（保健補導員）

山岸　峰雄（区長代理〈土木〉）
山岸　宏恵（保健補導員）

吉田　敦彦（分館長）
山岸ひろ子（保健補導員）　  【幸高町】

笹川　　南（区長代理）
伊藤　和子（保健補導員）
藤井　里美（保健補導員）

島田　雅文（区会計）
佐野　千恵（保健補導員）
蟹沢久美子（保健補導員）

清水　栄三（分館長）
金井　雪枝（保健補導員）
阿部しづ子（保健補導員） 　 【米持町】

弓田　吉貞（副区長）
弓田勢津子（保健補導員）

小林　　博（分館長） 山崎　春美（保健補導員）
　　　　　　　　　　　　　【二睦町】

平成 22 年度　井上支部役員名簿



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 村石　正郎（県議会議員）【下八町】　　　関野　芳秀（市会議員）【上八町】

監 事 石田　　信（区長）【望岳台】　　　市川　國男（民生児童委員）【村石町】

参 与 一色　修治（高甫地域公民館長）【井上町】

支 部 長 竹前　　稔（ブロック長）【村石町】

副支部長 長谷川　宏（区長）【明徳町】　　　田中　勇藏（民生児童委員）【明徳町】

理 事

松沢　正直（区長） 竹前　久男（副区長） 関野　志津（民生児童委員）　【上八町】

柴田　正勝（区長） 村石　清一（副区長） 村石　正夫（民生児童委員）　【下八町】

後藤　孝男（区長）

中澤　弘子（連合婦人会高甫ブロック長）

中沢　秀樹（副区長）

中島　昭二（主任児童委員）

中沢　伯夫（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【野辺町】

竹前　　稔（区長） 野平芳一（区長代理） 市川　國男（民生児童委員）　【村石町】

長谷川　宏（区長） 田中新八郎（副区長） 田中　勇藏（民生児童委員）　【明徳町】

石田　　信（区長）

小嶋　貞子（民生児童委員）

丸田　　誠（副区長） 吉田　正俊（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【望岳町】

評 議 員

神林　啓一（公民分館長）

竹前　則子（保健補導員）

戸井　則雄（老人会長）

望月　和美（保健補導員）

松沢　貞代（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【上八町】

村石　博明（公民分館長）

荒井もと子（保健補導員）

村石　義雄（老人会長） 村石　峯子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【下八町】

中沢　啓明（公民分館長）

冨澤　政子（保健補導員）

山口　定勝（老人会長） 青木けさみ（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【野辺町】

樋口　義昭（公民分館長）

古川戸方子（保健補導員）

村石　元治（長寿会長）

三樹　照世（保健補導員）

坂田れい子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【村石町】

藤沢　信吉（公民分館長）

広谷　豊子（保健補導員）

藤沢ひろ子（保健補導員）

大島アヤ子（保健補導員）

田原　朋子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【望岳台】

上原　康夫（公民分館長）

石坂　早苗（保健補導員）

酒井　美恵（保健補導員） 村石　恒子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【明徳町】

平成 22 年度　高甫支部役員名簿



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問 島田　和子（市議会議員）【峰の原高原】　　　小笠原克夫（市議会議員）【夏端町】

監 事 西沢　敏幸（公民分館ブロック長）【塩野町】　　　中根　利夫（育成会ブロック長）【亀倉町】

参 与 吉池　　武（社会福祉協議会会長）　　　竹前　晴夫（社会福祉協議会事務局長）

支 部 長 宮崎　郁夫（区長会ブロック長）【夏端町】

副支部長
鈴木　秀明（区長会副ブロック長）【塩野町】　　　池田　信輔（民生児童委員会代表）【仁礼町】

山下美知子（保健補導員代表）【夏端町】

理 事

田中　宣夫（区長）

樋口　正美（民生児童委員）

中嶋ゆり子（民生児童委員）

小山　久惠（保健補導員会代表）

田中美洋子（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【仁礼町】

阪牧　吉次（区長）

竹前ゆり子（保健補導員会代表）

田中　富喜（民生児童委員）

竹中　勝子（民生児童委員）

小田切里子（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【亀倉町】

山口　昭江（民生児童委員） 　　　　　　　　　　　　　【夏端町】

原　　武彦（区長） 竹前香代子（民生児童委員） 竹前幸代（保健補導員会代表）　  【米子町】

山岸けさ子（民生児童委員） 吉田　正枝（保健補導員会代表） 　　　　　　　　　　　　　【塩野町】

島村　　亘（区長） 富田　浩二（民生児童委員） 佐藤　聡子（保健補導員会代表）【峰の原高原】

評 議 員

中山　祝次（区長代理）

田中　郁男（育成会長）

松岡壽美子（保健補導員）

久保　幸雄（会計）

大峡　俊子（婦人会長）

青木　啓子（育成委員）

篠塚啓二郎（公民分館長）

駒津　　信（老人会長）

　　　　　　　　　　　　　【仁礼町】

南澤　良生（区長代理）

丸山　貞良（老人会長）

関野　文夫（会計）

柳田由紀子（保健補導員）

北村　英生（公民分館長）

竹前　武久（育成委員）　　　【亀倉町】

甲斐　英男（区長代理）

関口　則男（育成会長）

我謝　良雄（会計）

小林　政子（保健補導員）

山岸富美男（公民分館長）

坂口　恭子（育成委員）　　　【夏端町】

竹前　秀雄（区長代理）

佐藤　伸一（育成会長）

竹前　信男（育成委員）

駒津　　昇（会計）

上野　揆一（老人会長）

大嶋　修実（公民分館長）

竹前　和子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【米子町】

西沢　　忠（区長代理）

吉田　　勲（老人会長）

坂田　　均（会計）

西沢ふみ子（保健補導員）

山上　茂治（育成会長）

山岸　広幸（育成会長）　　　【塩野町】

本藤　利幸（区長代理） 桜井　真司（公民分館長） 菅原　規吉（育成会長）　【峰の原高原】

平成 22 年度　仁礼支部役員名簿



役 職 名 氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

顧 問
宮本　勇雄（市議会議員）【大日向町】　　　羽生田成一（農業委員）【豊丘町】

坂田　俊一（豊丘財産区議会議長）【豊丘上町】

監 事
酒井　　清（前区長）【豊丘町】　　　大西　偵人（前区長）【大日向町】

坂田　久雄（前区長）【豊丘上町】

参 与

田中　利和（豊丘小学校長）　　　菅沼　義宣（豊丘地域公民館長）

羽生田郁雄（信州須坂農業小学校豊丘校長）【豊丘上町】　　　山岸　徳道（身体障害者協会 12 支部長）【豊丘上町】

田中　義雄（豊丘町老人会長）【豊丘町】　　　羽生田英昭（消防第 11 分団長）【豊丘上町】

支 部 長 宮下　昌雄（区長）【大日向町】

副支部長 森泉　完志（区長）【豊丘町】　　　羽生田袈裟雄（区長）【豊丘上町】

理 事

田村　喜章（副区長）

村石　正子（保健補導員）

青木日出雄（副区長） 宮本　時子（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　 　【大日向町】

中山　秋吉（副区長）

内川　　満（民生児童委員）

中島　　久（副区長）

玉利　晴代（保健補導員）

羽生田美奈子（民生児童委員）

　　　　　　　　　　　　　【豊丘町】

坂田　年男（副区長）

坂田　豊子（民生児童委員）

黒岩　一善（副区長）

山岸　春代（保健補導員）

小林　幸代（主任児童委員）

　　　　　　　　　　　　【豊丘上町】

評 議 員

長橋　健司（一組組長）

栗田　伸男（育成会長）

戸松清一郎（二組組長）

青木真理子（保健補導員）

秋山　正和（分館長）

　　　　　　　　　　　　【大日向町】

鈴木　　渡（一組組長）

市川　　誠（四組組長）

草間　光義（七組組長）

山崎　吉男（育成会長）

青木　恭子（保健補導員）

綿貫　友子（保健補導員）

羽生田順一（二組組長）

倉　　典生（五組組長）

山岸　勝美（八組組長）

石澤　和江（保健補導員）

山岸　詔子（保健補導員）

南沢　米子（保健補導員）

青木　清治（三組組長）

小林タツ子（六組組長）

坂口　恭弘（分館長）

羽生田とみ子（保健補導員）

田口美津子（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　　【豊丘町】

坂田　敏明（一組組長）

坂田　則雄（四組組長）

小林　正寿（育成会長）

坂田　満子（保健補導員）

斎藤　久富（二組組長）

坂田　賢一（五組組長）

山岸　末江（保健補導員）

牧　　千加（保健補導員）

小川　浩司（三組組長）

黒岩　幸男（分館長）

山岸　茂美（保健補導員）

　　　　　　　　　　　　【豊丘上町】
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