
令和４年度 上部支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問 霜田 剛（市議会議員）【穀 町】

監 事 小野澤 学（前支部長）【本上町】

支 部 長 駒津 健一（支部長）【上中町】

副 支 部 長
関口 大治郎（副区長）【穀 町】 山﨑 茂樹（区長）【上 町】

田子 和男（区長・区長会長）【本上町】

理 事

松沢 明（会 計) 若林 久枝（民生児童委員） 【穀 町】

青木 俊晴（副区長) 牧野 勇治（民生児童委員） 【上 町】

神林 正一（副区長) 小山 秀司（会 計) 鶴田 好子（民生児童委員）

小林 幸江（主任児童委員) 【本上町】

前坂 政明（会 計) 山嵜 ゆき（民生児童委員） 【上中町】

評 議 員

原 千寿子（保健補導員） 高橋 さゆり（保健補導員) 小山 直美（保健補導員）

岩崎 洋子（保健補導員) 【穀 町】

田中 雅子（保健補導員） 小山 清子（保健補導員) 清水 薫（保健補導員) 【上 町】

丸山 美佳（保健補導員) 藤澤 綾子（保健補導員) 丸田 静香（保健補導員）

田幸 奈央美（保健補導員) 【本上町】

中野 隆仁（公民分館長) 岡田 修一（衛生部長) 土屋 和美（保健補導員)

宮崎 かおる（保健補導員) 【上中町】
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令和４年度 東部支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問

中野 博勝（前区長）【中 町】 倉田 治夫（前区長）【春木町】

千村 正純（前区長）【太子町】 浦野 亮一（前区長）【新 町】

北村 茂（前区長）【常盤町】

監 事 渡辺 修（副区長）【太子町】 小林 久人（副区長）【新 町】

支 部 長 宮尾 章二（区長）【太子町】

副 支 部 長 中野 博勝（区長）【中 町】 中村 喜代士（区長）【常盤町】

理 事

髙橋 道子（民生児童委員） 【中 町】

山﨑 弘（副区長） 中澤 強（民生児童委員） 髙相 道子（民生児童委員）

佐藤 政世（民生児童委員) 【春木町】

渡辺 修（副区長) 渡辺 淳子（民生児童委員） 【太子町】

小林 久人（副区長) 藤澤 滝子（民生児童委員） 【新 町】

中村 真人（副区長) 勝山 ひろみ（民生児童委員） 【常盤町】

評 議 員

山下 徹也（児童青少年育成委員) 【中 町】

宮澤 繁美（シニアクラブ会長) 【春木町】

千村 博子（保健補導員代表) 岡田 涼子（保健補導員) 丸山 れい子（保健補導員)

荒井 伸明（児童青少年育成委員) 【太子町】

木南 美智子（保健補導員代表) 長谷部 一美（保健補導員副代表) 豊原 裕子（保健補導員会計）

滝澤 英雄（児童青少年育成委員) 【新 町】

森 依子（保健補導員) 長岡 久仁子（保健補導員) 三戸部 博（シニアクラブ会長）

【常盤町】
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令和４年度 西部支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問
古家 敏男（市議会議員）【横 町】 岡田 宗之（市議会議員）【横 町】
宮本 泰也（市議会議員）【立 町】 牧 重信（市議会議員）【東横町】

監 事 牧 富士男（区長）【立 町】 永田 忠敏（区長）【北横町】

参 与 滝沢 全治（前支部長）【西 町】

支 部 長 荒井 和夫（区長）【須坂ハイランド町】

副 支 部 長
後藤 善昭（区長）【東横町】 廣田 結規（区長）【横 町】 石田 光高（区長）【南横町】
高野 喜久夫（区長）【馬場町】 滝沢 明雄（区長）【西 町】

理 事

小田切 浩明（副区長) 越 清江（民生児童委員） 【横 町】

湯本 浩司（副区長) 中村 清子（民生児童委員） 【東横町】

古川 洋（副区長) 島田 純子（民生児童委員） 【南横町】

相吉 雄二（副区長) 善財 さち子（民生児童委員) 黒岩 正（主任児童委員）【北横町】

金箱 博夫（副区長) 西田 幸惠（民生児童委員） 【立 町】

神林 信久（副区長) 青木 松子（民生児童委員) 小池 まさ枝（民生児童委員)
岡田 俊昭（民生児童委員) 【馬場町】

滝沢 栄（副区長) 【西 町】

小林 衛（副区長) 細井 洋子（民生児童委員） 【須坂ハイランド町】

評 議 員

滝沢 順子（保健補導員) 小池 美智子（保健補導員) 立花 浩子（保健補導員)
牧 容子（保健補導員) 【東横町】

西山 正子（保健補導員) 小林 美代子（保健補導員) 滝沢 すみ子（保健補導員)【南横町】

山岸 小百合（保健補導員) 青木 智明（保健補導員) 高野 久実子（保健補導員)【北横町】

鶴田 美知子（保健補導員) 樋口 淑子（保健補導員) 矢澤 美奈子（保健補導員)【立 町】

岩木 文子（保健補導員) 山田 直美（保健補導員) 青木 ルミ（保健補導員）
斉藤 裕子（保健補導員) 轟 睦美（保健補導員) 湯本 洋子（保健補導員) 【馬場町】

滝沢 由紀子（保健補導員) 【西 町】

涌井 陽子（保健補導員) 【須坂ハイランド町】
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令和４年度 南部支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問
小林 君男（県議会議員）【坂田町】 中島 義浩（市議会議員）【八幡町】
酒井 和裕（市議会議員）【南原町】 佐藤 壽三郎（市議会議員）【境沢町】
荒井 敏（市議会議員）【屋部町】 水越 正和（市議会議員）【屋部町】

参 与 樋口 篤（前年度支部長）【屋部町】
監 事 樋口 保彦（第４ブロック区長会・監事）【坂田町】 垂澤 清志（第４ブロック区長会・監事）【屋部町】
支 部 長 安藤 佳訓（第４ブロック区長会・ブロック長）【小山町】
副 支 部 長 神戸 貞雄（第４ブロック区長会・副ブロック長）【北原町】 駒村 直利（民生児童委員・南部地区長）【北原町】

理 事

伊藤 康雄（区長) 樋口 保彦（副区長) 宮崎 伸義（副区長・会計)
角田 三夫（副区長・庶務) 宮﨑 時雄（民生児童委員) 塚田 啓子（民生児童委員）
吉越 義明（主任児童委員) 【坂田町】
須田 進（区長) 永井 範明（副区長) 坂田 信幸（会計）
市村 忠彦（民生児童委員) 深谷 茂子（民生児童委員) 業田 素子（民生児童委員）【南原町】
神戸 貞雄（区長(副支部長)) 堀内 康雄（副区長) 花岡 弘幸（会計)
堀 富美子（事務局) 駒村 直利（民生児童委員(副支部長)) 松橋 絹子（民生児童委員）【北原町】
安藤 佳訓（区長(支部長)) 友田 一江（副区長) 原 嘉胤（会計)
小林 正人（民生児童委員) 小林 千草（民生児童委員） 【小山町】
神林 清治（区長) 宮澤 正之（副区長) 熊井 稔（副区長)
垂澤 清志（会計) 柴草 彰（事務局長) 丸山 尊（民生児童委員)
髙橋 芳子（民生児童委員) 小林 美智子（民生児童委員) 羽生田 秀子（民生児童委員）【屋部町】
中野 洋文（区長) 市村 高弘（副区長・総務) 山崎 宝久（副区長・分館長)
佐藤 愼治（副区長・会計) 山口 克子（民生児童委員) 田幸 康信（民生児童委員)
徳永 光男（民生児童委員) 松野 弘文（主任児童委員） 【八幡町】
小泉 善彦（区長) 半田 直道（副区長) 佐藤 達夫（会計）
永田 繁江（民生児童委員) 大倉 富安（民生児童委員） 【境沢町】

評 議 員

内山 隆夫（公民分館長) 長野 衛（育成会長) 吉越 義彦（児童青少年育成委員)
山本 能之（日赤奉仕団長) 畑田 政（老人会(長生会)) 宮崎 己根子（保健補導員（会長））
塩野谷 幸子（保健補導員(会計)) 宮崎 真知子（保健補導員) 高橋 千代子（保健補導員）【坂田町】
勝山 幸則（文化部長) 丸山 弘志（育成会長) 小林 伸一（児童青少年育成委員)
後藤 光男（日赤奉仕団長) 吉田 圭子（婦人部部長) 吉田 加与子（保健補導員（班長）)
櫛引 知江子（保健補導員(副班長)) 菅原 留美（保健補導員(会計)) 中沢 里美（保健補導員)
田村 政子（保健補導員) 塚田 香里（保健補導員) 竹内 智津代（保健補導員)
波岸 祥子（保健補導員) 【南原町】
小林 英夫（公民分館長) 山口 奈穂美（育成会長) 嶋田 恒治（児童青少年育成委員)
駒村 直利（日赤奉仕団長) 小林 菁二（老人会会長) 赤井 美智子（保健補導員（会長）)
中村 てる美（保健補導員(副会長)) 遠藤 みゆき（保健補導員(会計)) 中野 恵子（保健補導員) 【北原町】
野本 祐一（公民分館長) 青木 良直（育成会長) 垂澤 清人（児童青少年育成委員)
新井 栄一（日赤奉仕団長) 若山 喬史（老人会(友和会)) 坂巻 よ志子（保健補導員（員長））
横山 とき子（保健補導員(副員長)) 関口 直美（保健補導員(副員長)) 清水 美恵子（保健補導員（書記）)
垂澤 理恵子（保健補導員(書記)) 近藤 清美（保健補導員（会計）) 【小山町】
樋口 利一（公民分館長) 比嘉 隆太（育成会長) 金箱 文子（児童青少年育成委員)
堀米 永（日赤奉仕団長) 赤城 義吉（老人会(長生会)) 稲葉 満子（保健補導員（会長））
宮腰 真理子（保健補導員(副会長)) 加藤 美智代（保健補導員(会計)) 傘木 弥月（保健補導員）
樋口 優貴子（保健補導員) 市村 友紀（保健補導員) 熊井 理恵（保健補導員）
清水 京子（保健補導員) 長谷川 照江（保健補導員) 石橋 由里子（保健補導員)【屋部町】
久保 汐慶（子ども会育成会長) 清水 浩（環境衛生推進員（八幡町 生活環境部長）)
丸山 佐恵子（児童青少年育成委員) 齊藤 まつ江（婦人会会長) 宮下 けさ子（保健補導員（会長))
増田 佳苗（保健補導員(副会長)) 深沢 早和子（保健補導員) 保坂 江里佳（保健補導員)
黒岩 美也子（保健補導員) 佐藤 なおみ（保健補導員） 【八幡町】
小松 茂夫（公民分館長) 中山 勝昭（育成会長) 持田 秀子（婦人会会長)
水上 智恵（児童青少年育成委員) 半田 直道（日赤奉仕団員) 大坂 弘一（老人会（若葉会））
中島 優子（保健補導員) 高橋 美代子（保健補導員) 小渕 明美（保健補導員)
新井 泉希（保健補導員) 【境沢町】
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令和４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】

監 事 山﨑 辰男（前支部長・顧問）【本郷町】 北澤 重雄（顧問）【高橋町】

参 与 竹前 了一（顧問）【相森町】 牧 六郎（顧問）【大谷町】

支 部 長 山岸 周一（第５ブロック長・区長）【大谷町】

副 支 部 長 牧 隆（区長）【本郷町】 久保 敬公（区長）【高橋町】 塚田 茂（区長）【相森町】

理 事

本沢 久夫（副区長) 二ノ宮 邦彦（区会計) 内田 和彦（民生児童委員)

藤井 孝子（民生児童委員) 【相森町】

中澤 千明（副区長) 小林 文子（民生児童委員) 桜井 多慈子（民生児童委員）

橋本 貞子（民生児童委員) 【高橋町】

勝山 貞康（副区長) 清水 恵三（民生児童委員) 小林 茂子（民生児童委員）

片桐 秀一（主任児童委員) 【大谷町】

越 彰義（副区長) 竹本 清子（民生児童委員) 中村 賀文（民生児童委員)【本郷町】

評 議 員

酒井 俊子（保健補導員代表) 小林 貴美（保健補導員) 南澤 恵理子（保健補導員)

和田 みゆき（保健補導員) 松澤 広美（保健補導員) 廣兼 和子（保健補導員)

竹内 明代（日赤奉仕団代表) 【相森町】

田中 淳子（保健補導員代表) 駒村 美紀（保健補導員) 北澤 智恵美（保健補導員）

小山 美和子（保健補導員) 峯村 由美（保健補導員) 田尻 智子（保健補導員）

関谷 和子（日赤奉仕団代表) 【高橋町】

浦野 裕子（保健補導員代表) 樋口 弘美（保健補導員) 大野 藤代（保健補導員)

増山 弘子（保健補導員) 福田 さと美（保健補導員) 中村 清子（保健補導員)

中村 久美子（日赤奉仕団代表) 【大谷町】

牧 久美子（保健補導員代表) 中村 泰子（保健補導員) 梅本 さと子（保健補導員)

藤澤 典子（保健補導員) 中村 豊子（日赤奉仕団代表） 【本郷町】
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令和４年度 豊洲支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問 浅井 洋子（市議会議員）【小河原町】 堀内 章一（市議会議員）【小島町】

監 事 川口 弘行（前支部長）【小河原町】 上野原 嘉樹（前副支部長）【新田町】

参 与 川口 弘行（前支部長）【小河原町】 上野原 嘉樹（前副支部長）【新田町】

支 部 長 前川 博司（区長会長）【小島町】

副 支 部 長 赤沼 一弘（区長）【相之島町】 金井 啓二（民生児童委員地区長）【北相之島町】

理 事

宮尾 哲雄（区長・日赤奉仕団豊洲地区代表） 藤澤 節子（民生児童委員）【高畑町】

斉藤 和彦（区長) 藤田 健一（民生児童委員） 【南小河原町】

佐藤 邦夫（区長) 袖山 妙子（民生児童委員） 【小河原町】

宮崎 則夫（区長) 小林 由枝（民生児童委員） 【新田町】

太田 芳子（民生児童委員) 【小島町】

市村 茂（民生児童委員) 三木 美樹（主任児童委員） 【相之島町】

寺島 重夫（区長) 市村 さち子（民生児童委員) 風間 憲子（民生児童委員)

【北相之島町】

北原 満史（市区長会副会長・区長) 畠山 正（民生児童委員） 【豊島町】

評 議 員

櫻澤 勉（区長代理) 中沢 伊久江（保健補導員) 徳武 豊（日赤奉仕団) 【高畑町】

楢本 満治（区長代理) 江戸 春美（保健補導員) 松沢 美佳（日赤奉仕団）

【南小河原町】

田子 真司（区長代理) 植木 祐子（保健補導員) 米山 弥生（保健補導員)【小河原町】

北澤 正夫（区長代理) 【新田町】

土屋 広視（区長代理) 中島 陽子（保健補導員) 植木 佐和子（日赤奉仕団)【小島町】

涌井 正幸（副区長) 【相之島町】

斉藤 正人（副区長) 北沢 晴彦（副区長） 【北相之島町】

田子 眞（副区長) 【豊島町】
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令和４年度 旭ヶ丘支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問 永田 袈裟藏（元顧問）【北旭ヶ丘町】

監 事 西山 俊之（前区長）【旭ヶ丘町】 和田 昭彦（前区長）【松川町】

参 与
西山 俊之（前区長）【旭ヶ丘町】 関谷 俊生（自治会長）【北旭ヶ丘町】

和田 昭彦（前区長）【松川町】 奥原 利広（区長）【光ヶ丘ニュータウン】

支 部 長 冨田 正文（区長（第７ブロック区長会長））【松川町】

副 支 部 長
奥原 利広（区長（第７ブロック区長会会計））【光ヶ丘ニュータウン】

関谷 俊生（自治会長）【北旭ヶ丘町】 中川 一二三（区長）【旭ヶ丘町】

理 事

竹前 俊雄（副区長) 荒井 好郎（民生児童委員） 大島 幸治（民生児童委員)

八百屋 昌子（民生児童委員) 塚田 文子（民生児童委員・主任児童委員） 【旭ヶ丘町】

山岸 正男（副自治会長) 渡邉 彰（民生児童委員) 山嵜 美代子（民生児童委員)

東海林 文子（民生児童委員) 【北旭ヶ丘町】

轟 修（副区長) 市川 千代子（民生児童委員） 【松川町】

西澤 徹（副区長) 小林 瑞枝（民生児童委員） 【光ヶ丘ニュータウン】

評 議 員

児玉 けさ江（保健補導員) 島田 由美子（保健補導員) 大峡 順子（保健補導員)

村松 砂織（保健補導員) 近藤 みずき（保健補導員） 【旭ヶ丘町】

嘉生 由美（保健補導員) 今関 冴子（保健補導員) 鈴木 トシ子（保健補導員)

多田 知子（保健補導員) 細田 浩美（保健補導員) 中村 彩子（保健補導員）

【北旭ヶ丘町】

大口 ひで子（保健補導員) 倉田 真由美（保健補導員） 【松川町】

佐藤 幸子（保健補導員) 栗野 陽子（保健補導員） 【光ヶ丘ニュータウン】
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令和４年度 日野支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問 藤沢 雄（前年ブロック長）【五閑町】

監 事 黒岩 重之（分館ブロック長）【村山町】 中村 智志（消防団第６分団長）【塩川町】

参 与
新井 孝之（日野小学校長) 横山 亮子（日野保育園長）
原 和広（ＪＡながのアグリハウス日野センター長) 山岸 勝男（日野地域公民館長）
佐藤 優子（保健補導員ブロック長）【田の神町】

支 部 長 小布施 嘉雄（区長会ブロック長）【高梨町】

副 支 部 長 中澤 正彦（区長会副ブロック長）【塩川町】 小林 道夫（民生児童委員地区長）【村山町】

理 事

佐々木 弘明（区長) 佐藤 文雄（民生児童委員） 【八重森町】

勝山 和彦（区長) 勝山 政稔（民生児童委員） 【沼目町】

中澤 正彦（区長) 藤澤 通子（民生児童委員) 有坂 裕子（民生児童委員)
永沢 幹雄（民生児童委員) 玉井 雄二（民生児童委員） 【塩川町】

小布施 嘉雄（区長) 大原 彰夫（民生児童委員) 小布施 康世（民生児童委員）【高梨町】

青木 孝雄（区長) 青木 信一（民生児童委員） 【五閑町】

古平 幸正（区長) 小林 道夫（民生児童委員） 【村山町】

藤牧 美男（区長) 横田 明博（民生児童委員） 【田の神町】

評 議 員

江部 孝次（区長代理) 中村 豊彦（分館長) 竹内 淳（育成会長)
森川 輝男（老人会会長) 竹内 美代子（保健補導員会長) 佐藤 善一（遺族会会長)【八重森町】

平尾 守（区長代理) 中村 善樹（分館長) 大澤 英一郎（育成会長）
白砂 實（老人会長) 勝山 保子（保健補導員会長） 【沼目町】

丸山 勝匡（副区長) 坂田 豊（分館長) 栗原 正徳（育成会長・ブロック長)
田中 孝佳（老人会長・ブロック長) 山田 朱実（保健補導員会長） 【塩川町】

清水 一明（副区長) 牧 明良（分館長) 神田 英明（育成会長）
玉井 伍男（老人会長(五閑町を含む）) 荻原 圭（保健補導員会長） 【高梨町】

佐藤 仁（区長代理) 丸山 善弘（分館長) 本山 準一（育成会長）
穂谷 晴美（保健補導員会長) 【五閑町】

黒岩 重之（分館長・ブロック長) 黒岩 正信（育成会長) 黒岩 和美（保健補導員会長）【村山町】

長谷部 恒雄（副区長) 嶋田 秀樹（分館長) 堀 忠郎（育成会長)
武井 徳夫（老人会長) 佐藤 優子（保健補導員会長・ブロック長） 【田の神町】
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令和４年度 井上支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問
堀内 孝人（県議会議員）【中島町】 塩﨑 貞夫（市議会議員）【九反田町】
竹内 勉（市議会議員）【九反田町】

監 事 山岸 義一（前年度区長会地区副会長）【幸高町】 大峽 邦夫（前年度区長会地区会計）【米持町】

参 与
角田 智子（井上地域公民館長)【幸高町】 曽根原 崇（井上駐在所駐在官）【幸高町】
柳沢 文雄（井上地区シニアクラブ会長）【幸高町】

支 部 長 小林 栄八州（区長）【福島町】

副 支 部 長 霜田 修（区長）【幸高町】

理 事

青木 昭雄（区長) 滝澤 通（民生児童委員) 中嶋 則子（民生児童委員）【井上町】

小林 栄八州（区長) 丸山 訓宏（民生児童委員） 【福島町】

牧 光央（区長) 冨澤 竹雄（民生児童委員) 三上 忠孝（主任児童委員）【中島町】

塩崎 幸則（区長) 山際 章一（民生児童委員） 【九反田町】

霜田 修（区長) 山岸 芳江（民生児童委員） 【幸高町】

藤澤 文雄（区長) 小林 悟（民生児童委員) 久保田 純子（民生児童委員）【米持町】

小山 賢太郎（区長) 三浦 周治（民生児童委員） 【二睦町】

評 議 員

坂本 藤雄（区長代理) 清水 晃（当役・会計) 玉野井 のり子（保健補導員)
北堀 智津子（保健補導員) 木村 巳恵子（保健補導員) 山岸 千里（保健補導員)
青木 和子（保健補導員) 一色 静子（保健補導員） 【井上町】

小林 幸則（区長代理) 小林 今朝晴（区会計) 斎藤 光子（保健補導員)
斎藤 陽子（保健補導員) 須田 良子（保健補導員) 綿貫 富子（保健補導員) 【福島町】

長岡 一夫（区長代理・会計) 長岡 さち子（保健補導員) 涌井 初音（保健補導員) 【中島町】

穂刈 源夫（区長代理) 橋本 はつい（保健補導員) 北村 裕子（保健補導員)【九反田町】

富岡 和男（副区長(会計担当)) 山岸 光明（副区長(総務担当)) 山岸 茂美（保健補導員)
直井 佳代子（保健補導員) 丸田 澄子（保健補導員） 【幸高町】

小嶋 義則（副区長) 佐藤 栄樹（区会計) 涌井 美穂（保健補導員)
大井 典子（保健補導員) 塩崎 里美（保健補導員) 中島 奈緒美（保健補導員)
小坂 由香（保健補導員) 綿貫 美枝子（保健補導員） 【米持町】

三浦 周治（副区長) 弓田 恵子（保健補導員) 木藤 恵美子（保健補導員)【二睦町】
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令和４年度 高甫支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問 荒井 一彦（市議会議員）【下八町】

監 事 町田 佳久（区長）【上八町】 中澤 啓明（区長）【野辺町】

参 与 飯塚 俊樹（高甫地域公民館長）

支 部 長 稲田 恭久（区長）【明徳町】

副 支 部 長
坂田 仁（区長）【村石町】 北村 孝之（民生児童委員地区長）【村石町】

丸田 誠（民生児童委員副地区長）【望岳台】

理 事

関野 浩邦（区長代理) 竹前 政子（民生児童委員） 【上八町】

丸田 一志（区長) 茂野 弘子（民生児童委員） 【下八町】

松澤 栄一郎（区長代理) 後藤 敏（民生児童委員） 【野辺町】

小泉 雅博（区長代理) 北村 孝之（民生児童委員） 【村石町】

前島 章良（区長代理) 富樫 義孝（民生児童委員） 【明徳町】

小林 喜美二（区長) 井﨑 はつえ（民生児童委員） 【望岳台】

評 議 員

天野 義孝（公民分館長) 成山 賢誠（長寿会長) 関野 麻理子（保健補導員)

青木 直子（保健補導員) 神林 英子（保健補導員） 【上八町】

丸田 敏明（公民分館長) 村石 寛（シニアクラブ会長) 丸田 祐子（保健補導員)

村石 松美（保健補導員) 【下八町】

富沢 廣信（公民分館長) 樋口 正男（長寿会長) 冨沢 澄子（保健補導員)

﨤町 昭子（保健補導員) 【野辺町】

勝山 康一（公民分館長) 竹前 茂一（長寿会長) 栗田 ふみえ（保健補導員)

柴田 慶子（保健補導員) 竹前 満理子（保健補導員） 【村石町】

廣瀬 裕二（公民分館長) 小田切 節子（保健補導員) 伊藤 逸代（保健補導員）

荒井 八重子（保健補導員) 【明徳町】

青木 宏司（公民分館長) 樋口 幸恵（保健補導員) 坊野 恵（保健補導員）

長張 直子（保健補導員) 【望岳台】
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令和４年度 仁礼支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問 西澤 えみ子（市議会議員）【塩野町】

監 事 目黒 照久（公民館ブロック長）【仁礼町】 堀 邦行（育成会ブロック長）【仁礼町】

参 与 永井 康彦（社会福祉協議会会長) 青木 一浩（社会福祉協議会事務局長）

支 部 長 竹前 金三（区長会ブロック長）【米子町】

副 支 部 長
中村 明伯（区長会副ブロック長）【仁礼町】 羽生田 修（民生児童委員代表）【亀倉町】
坂田 美春（保健補導員代表）【塩野町】

理 事

中村 明伯（区長) 田中 勝（区長代理) 篠塚 孝司（民生児童委員)
青木 久美子（民生児童委員) 岡部 悦士（民生児童委員) 青木 宏子（保健補導員代表)

【仁礼町】

水澤 弘行（区長) 遠藤 忠彦（区長代理) 羽生田 修（民生児童委員ブロック代表)
駒津 加代子（民生児童委員) 楠 千代治（民生児童委員) 玉井 良美（保健補導員代表)

【亀倉町】

小林 功（区長) 黒岩 昭次（区長代理) 阿部 多美子（民生児童委員)
丸山 晴美（保健補導員代表) 【夏端町】

竹前 金三（区長) 竹前 傳藏（区長代理) 竹前 眞澄（民生児童委員)
竹前 朱美（保健補導員代表) 【米子町】

坂田 耕助（区長) 吉田 敬一（区長代理) 山岸 けい子（民生児童委員)
宮下 芳一（主任児童委員) 坂田 美春（保健補導員代表） 【塩野町】

綱木 武（区長) 佐藤 聡子（民生児童委員) 小原 由紀子（保健補導員代表)
【峰の原高原】

評 議 員

和平 幸三（会計) 目黒 照久（公民分館長) 堀 邦行（育成会長)
山岸 まさ子（保健補導員〈副〉) 岡田 好栄（育成委員） 【仁礼町】

高橋 勝（会計) 宮尾 洋一（公民分館長) 駒村 芳秋（育成会長)
大川 一恵（保健補導員〈副〉) 塚田 妙子（育成委員） 【亀倉町】

高波 和由（会計) 金箱 満（公民分館長) 安倍 越英（育成会長)
最上 和恵（保健補導員〈副〉) 成田 明子（育成委員） 【夏端町】

竹前 元一（会計) 駒津 繁美（公民分館長) 竹前 貴司（育成会長)
栁原 智美（育成委員) 【米子町】

西澤 敏幸（会計) 山岸 広幸（公民分館長) 坂田 正夫（育成会長)
坂田 美春（育成委員) 【塩野町】

木藤 利幸（公民分館長) 小原 由紀子（育成会長） 【峰の原高原】
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令和４年度 豊丘支部役員名簿
役 職 名 氏 名

顧 問
久保田 克彦（市議会議員）【豊丘町】 小林 昇（農業委員）【豊丘上町】

春原 等（農地利用最適化推進委員）【大日向町】 市川 公夫（豊丘財産区議会議長）【豊丘町】

監 事
遊馬 照男（前区長）【豊丘町】 坂田 敏夫（前区長）【豊丘上町】

日臺 勝次（前区長）【大日向町】

参 与

中沢 裕子（豊丘小学校校長） 小山 秀司（豊丘地域公民館長）

羽生田 豊雄（信州すざか農業小学校豊丘校長）【豊丘町】 青木 二子（身体障がい者協会12支部長）【豊丘町】

駒津 貴寛（消防団第11分団長）

支 部 長 戸松 清一郎（区長）【大日向町】

副 支 部 長 佐藤 一蔵（区長）【豊丘町】 山岸 茂幸（区長）【豊丘上町】

理 事

竹内 幾雄（副区長) 市村 幸一（副区長) 栗田 清美（主任児童委員）

松島 道子（民生児童委員) 春原 ふさ子（保健補導員） 【大日向町】

小松 正孝（副区長) 山田 達雄（副区長) 金澤 恭子（民生児童委員)

久保 美惠子（民生児童委員) 宇田 すみれ（保健補導員） 【豊丘町】

小林 正寿（副区長) 山岸 賢一（副区長) 小林 茂（民生児童委員）

羽生田 友美（保健補導員) 【豊丘上町】

評 議 員

高橋 正彦（一組組長) 寺沢 浩明（二組組長) 栗田 周治（分館長）

宮本 英也（育成会長) 後藤 しげ子（保健補導員） 【大日向町】

竹前 正勇（一組組長) 宇田 寛（二組組長) 佐藤 英明（三組組長）

久保 則之（四組組長) 富岡 裕也（六組組長) 大山 光政（七組組長）

横谷 一女（八組組長) 桜沢 正義（分館長) 森山 一樹（育成会長）

桑原 美奈子（保健補導員) 森山 きさ子（保健補導員) 市川 久代（保健補導員)

安藤 初江（保健補導員) 鈴木 由美子（保健補導員) 駒津 千賀子（保健補導員)【豊丘町】

佐藤 輝行（一組組長) 山岸 今朝夫（二組組長) 坂田 敏見（三組組長）

坂田 錦一（四組組長) 坂田 忍（五組組長) 坂田 和雄（分館長）

羽生田 素嗣（育成会長) 田中 久子（保健補導員) 小林 信子（保健補導員）【豊丘上町】
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