
  (令和４年１２月１日)

川之江地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

1 石黒　忠則 いしぐろ　ただのり 余木1区・2区

2 石川　昌司 いしかわ　しょうじ 長須1区～3区

3 ふじわら　やすひこ 東町1区・2区

4 井川　住子 いかわ　すみこ 宮の谷1区～4区、ミキハウス21

5 庄司　憲正 しょうじ　のりまさ 塩谷1区・2区、ロイヤルハイツ、宮北ハイツ、井川ビル

6 井川　睦実 いかわ　むつみ 農人町1区～4区

7 たかはら　しげる 駅通り、栄町上・下、栄町上通り、プログレッソ池添、ミキハウス駅前通り、パラツォ興陽

8 津村　眞理子 つむら　まりこ 新町上・下、旭町、メゾン雅、旭会

9 山地　浩太 やまじ　こうた 栄橋通り1区・2区、山下1区～3区

10 石村　博光 いしむら　ひろみつ 馬場1区～4区、三木ビル　川高前、ｱｰｸﾏﾝｼｮﾝ、清和荘

11 石川　圭子 いしかわ　けいこ 東大門1区～4区

12 山下　宏二 やました　こうじ 大門1区・2区・4区

13 薦田　政信 こもだ　まさのぶ 天生津東・北・西・南、サカエマンション、北天生津

14 星川　義明 ほしかわ　よしあき 宝洞山1区・2区

15 長野　正敏 ながの　まさとし 大門3区、西大門1区、三木ビル　病院前

16 すずき　はつこ 西大門2区～4区

17 高橋　英夫 たかはし　ひでお 川原町、中須

18 三好　伊佐子 みよし　いさこ 城北、東浜、西ノ浜、浦町、城北団地１棟・２棟

19 中田　敏之 なかた　としゆき 古町1区・2区、港通り1区・２区、港通り県営住宅

20 脇　美代 わき　みよ 鉄砲町1区～5区、城南ハイツ、ミキハウス城乃下

21 華岡　敏正 はなおか　としまさ 西新町2区・6区、アサヒパレスA棟・B棟

22 眞鍋　洋行 まなべ　ひろゆき 西新町1区・3区・4区・5区

23 星加　栄子 ほしか　えいこ 井地1区・2区、丸住アパート

24 薦田　敏良 こもだ　としろう 井地3区～5区

四国中央市民生委員・児童委員名簿



金生地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

25 寺尾　大典 てらお　ひろのり 川関1区～3区

26 髙橋　洋子 たかはし　ようこ 通町1区～3区、みずほユーミーマンション

27 星川　宏 ほしかわ　ひろし 小山下、小山西、小山中

28 石川　光惠 いしかわ　みつえ 小山上西、小山上東、小山東、向山

29 鈴木　尚美 すずき　なおみ 大道1区～3区

30 篠原　由美子 しのはら　ゆみこ 住吉1区～3区

31 星川　美智代 ほしかわ　みちよ 住吉4区～6区、ヴィラサンファミリア

32 井原　智子 いはら　ともこ 春日1区～5区、イロハビル

33 石川　知幸 いしかわ　ともゆき 川原田1区・2区

34 森實　朋康 もりざね　ともやす 川原田住宅1区～6区

35 長野　富美男 ながの　ふみお 川原田東、丸山1区・2区

36 石川　敏彦 いしかわ　としひこ 川岸1区・2区

37 眞鍋　明 まなべ　あきら 坂ノ口1区・2区、三木ハウス、ヴィラグリンヒルズⅡ

38 石川　増生 いしかわ　ますお 大下1区・2区、サンセール石川

39 柴垣　佳代 しばがき　かよ 平木1区～4区、桂荘、美を里マンション

40 尾藤　修三 びとう　しゅうぞう 通谷1区・2区、山田井中組

41 すがわら　まりこ 山田井上組1区・2区、城ヶ谷団地1区・2区、ときわ荘

42 田辺　稔 たなべ　みのる 石ノ口、切山

上分地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

43 森本　眞知子 もりもと　まちこ 金沢1区～3区

44 石川　久 いしかわ　ひさし 城下（上・中・下・南）、南ヶ丘、南ヶ丘分譲地、ケアハウス虹の里、レインボー

45 南　多恵美 みなみ　たえみ 本町、中本町、新町、中新町、祇園町

46 田中　あけみ たなか　あけみ 北新町1区～3区、電明町1区・2区

47 矢野　睦子 やの　むつこ 北新町4区・5区・7区

48 長野　芳造 ながの　よしぞう 高木1区～3区、花園町1区・2区、丸石製紙アパート

49 江口　和美 えぐち　かずみ 西川原



妻鳥地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

50 髙橋　剛 たかはし　つよし 山口1区～3区、川東1区・2区、グランヒルMASAKI

51 仁尾　晴尚 にお　はるひさ 土居1区～4区、セジュール佐藤

52 石村　吉子 いしむら　よしこ
中上1区～4区、ﾌﾞﾙｰｽｶｲ、ｼﾝﾌｫﾆｰ、ﾏｲﾙﾄﾞﾊｲﾂ、ｳﾞｪﾙｼﾞｪ篠原、ｳﾞｪﾙｼﾞｪ篠原2、ﾊﾟｰｸ
ﾍﾞﾙｽﾞ川之江

53 鈴木　淳子 すずき　じゅんこ 中下1区～5区

54 篠原　満里子 しのはら　まりこ 松木1区～3区

55 石川　昌司 いしかわ　しょうじ 綿市1区・2区

56 石川　明美 いしかわ　あけみ 綿市3区・4区

57 長野　ユカリ ながの　ゆかり 中之町1区・2区

58 森實　知幸 もりざね　ともゆき 平木1区～4区

59 石川　純子 いしかわ　すみこ 新浜1区～3区

60 渡辺　泰博 わたなべ　やすひろ 新浜4区（上・下）・5区、浜田、シティーコート鈴木

金田地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

61 鈴木　義博 すずき　よしひろ 三角寺、朝日、城塚、西金川下、国秀(北・南・下・上)、八戸

62 加藤　みどり かとう　みどり 東金川西、東金川中、東金川東、平山、涼川、ﾊｲﾂﾋﾉﾃﾞ

63 星川　君夫 ほしかわ　きみお 大久保、上庄上、上庄下、正地中、正地東

64 高橋　重富 たかはし　しげとみ 涼川住宅、南部団地7～17棟

65 兵　隆司 ひょう　たかし 走り出、南部団地1～6棟、正地下

66 南  晴夫 みなみ　　はるお 井ノ上南、井ノ上西、南部団地18～21棟、ｾﾝｺｰﾊｲﾂ金田、ｻﾝﾊｲﾂ金田

67 ふじわら　ひろゆき 長途路、飼谷上・中、飼谷下、池ノ奥、西之坊下、飼谷団地

68 西岡　敏光 にしおか　としみつ 西之坊上、西之坊中、本村上、本村下、横川

川滝地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

69 石村　好典 いしむら　よしのり 泉中尾、七田、久保之内、葱尾

70 宇田　松美 うだ　まつみ 中組、三名、田尾

71 大西　武久 おおにし　たけひさ 椿堂、石川

72 喜井　幸宏 きい　ゆきひろ 中通、合路、原中、西之尾、古下田

73 石川　敏行 いしかわ　としゆき 南柴生、北柴生、長持

74 宇田　八重子 うだ　やえこ 中下、竹花、牛飼野、射場、竹本、棒賀



松柏地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

75 長野　徹 ながの　とおる 横尾、鳶、積善、平木、城の西、城の東

76 藤原　照美 ふじわら　てるみ 平林、川東、岩村1区、岩村2区、セジュール村上

77 村上　由高 むらかみ　ゆたか
栄通上１～5区、本郷1区　本郷上西、本郷1区　ｺｰﾎﾟﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ･8区柏槙下、G－Stage四
国中央、本郷8区　石川マンション

78 大西　美鈴 おおにし　みすず 柱尾、川西、真庄、柳之内、ビューテラス福田、柳の内内分譲地、ユアー・フレンズ

79 山川　能生 やまかわ　よしお 一貫田1区～6区、リジュールノムラ、コスモｽハイツ、ｸﾞﾗﾝﾏｽﾄ下柏、メリディアン

80 鈴木　晴夫 すずき　はるお 平田1区～平田3区

81 いとう　しげる　 本郷1区　本郷上西下、本郷2区～4区、本郷5区　赤根東、本郷6区・7区・8区・9区

82 山田　孝 やまだ　たかし 松柏園(１)、松柏園(2）、一貫田４区～５区

83 佐々木　源次郎 ささき　げんじろう 枝村、乾、浜、愛和荘

84 白川　惠子 しらかわ　けいこ
国道東　国道東１、国道東　国道東２、国道東　国道住宅、国道中・西(中)、中通り、東
通、親和、川西下

85 児島　政利 こじま　まさとし 大僧、国道中・西（西）、福助社宅、ｱﾙﾌｧｺｰﾄ１、柳団地

三島地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

86 石川　尚弘 いしかわ　たかひろ
東町12区(東町１８の１、１９の２）・13区、14区19の5、エリエールハイツ（大海・南翠・北
翠）、大塚団地１～４号棟、コーポ武村、ダグラスファー寮

87 石川　俊彦 いしかわ　としひこ
東町11区、東町12区１９の１、東町14区（19の7・9）、東町14区　メゾンサンライズ、東町
15区、ユーカリ、スプルースA・B棟、武村マンション朝日

88 八幡　徳 やはた　あきら 東町17区、東町２２の４

89 久門　文子 くもん　ふみこ 立石（東町16区）、東町19区、朝日グリーンハイツ

90 加地　和子 かじ　かずこ 東町7区、東町8区 ６の下、東町18区（グランドール伊予三島）

91 川村　和美 かわむら　かずみ 東町2区、東町5区　東町１、東川原町

92 井原　竜二 いはら　りゅうじ
東町4区　東町１６、東町5区　東町13下西、東町8区　６の上、東町8区　１３の下東、東
町9区、ニューロイヤル

93 三谷　勝吉 みたに　かつよし
上町2区（６の1･2、７）、上町3区　上町９、上町5区　上町16の下、東町1区、、東町3区、
東町4区　東町24の下、東町5区　東町８

94 鎌倉　志存 かまくら　しのぶ 上町１区、上町2区　上町5、上町3区（8・13）、上町4区、上町7区(２)、上町１４

95 林　章弘 はやし　あきひろ
東町１0区、東町２４の３、ピサイドスリー、宮川マンション、上町５区、上町6区、上町7区
（１、３）、東町24の上1・2・3、コンフォート石川

96 山内　鈴代 やまうち　すずよ
浜町1区、浜町2区、浜町3区、西川原町、本町（1･2）、中央ハイツ、ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ金子、ゆうき
マンション

97 浅野　修一 あさの　しゅういち 真古町2区～4区、中央マンション

98 眞鍋　あつ子 まなべ　あつこ 真古町1区、真古町2区、真古町4区、本町（３，４）、コーポ金子、あいビル本町

99 三谷　久樹 みたに　ひさき 西町3区、西町4区、真古町5区　真古町１０、真古町5区　真古町１３

100 宮崎　幹雄 みやざき　みきお
西町１区、西町2区、西町3区　西町２５、西町5区　西町１５、西町5区　西町２０、西町5
区西町２１、サンハイツ三島中央、真古町５区　真古町３



101 林　知津子 はやし　ちづこ 西町5区　西町７、西町6区、西町7区、マリオン伊予三島、サンシティ伊予三島

102 菰田　千賀子 こもだ　ちかこ
中央５丁目（中央通り５の１の１・２、５の２・３、６の１～５、７の１・２、８の２）シャーメゾン・モ
ア

103 後藤　千鶴 ごとう　ちづる ＡＢＣビルみしま、U'Sフラット、中央5丁目（中央通り１の上・下・２・３・４の西・８の１）

104 勇我　吉則 ゆうが　よしのり 金子2の東、金子2の中、金子3の東、金子3の中、金子３の西、ベルリッツ金子

105 武智　和美 たけち　かずみ
金子ブルータウン、金子１　金子14組、金子１　浜町8の西1、金子２の西、サンハイム石
川、本藤マンション

中曽根地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

106 大塚　幸子 おおつか　さちこ 中田井1・２・６区、中田井3区～5区、野々首1～5区、マンションあけぼの

107 石川　節子 いしかわ　せつこ 幸町1～3丁目、松本住宅、ユーミー野村２

108 篠原　祥子 しのはら　しょうこ 溝又、三谷1～3区

109 曽我　文男 そが　ふみお
石床1～６区、SKマンション、大パマンション、サントノーレ四国中央、ミヤザキマンショ
ン、第一オレンジ荘、井原工業社員寮

110 梅西　紀子 うめにし　のりこ 六塚上１～６区、エルメゾン中曽根、チェリーパレス・アトリエ、桃山ハイツ

111 西岡　英男 にしおか　ひでお 上秋則、下秋則、中曽根八幡

112 大西　庸子 おおにし　ようこ 中曽根１～４区、ユーミーピュア、ZEROビル、シトラスハーモニー

113 大西　直樹 おおにし　なおき 六塚下１～２区、法皇レジデンス

中之庄地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

114 福島　初美 ふくしま　はつみ 下具定、山田、四三坂、宮西・宮前、ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ正の森

115 篠原　素子 しのはら　もとこ 正の森、三軒屋、大西、宮西・、ﾆｭｰﾀｳﾝ具定

116 植松　フミヱ うえまつ　ふみゑ 山田団地（1区～5区）

117 田邊　百合子 たなべ　ゆりこ 平和会１～４区

118 藤原　賢治 ふじわら　けんじ 光明1区～4区、原・的の尾、美多ﾊｲﾂｸﾞﾛﾘｱ、ﾌｫﾚｽﾄｺｰﾄ、コーポハピネス

119 杉尾　公記 すぎお　こうき
新道1区～3区、宮東3、追分、第二オレンシ゛コーポ、コーポ篠原、ハイツ坂上、ぐりーん
ヒルズ中之庄

120 川島　稔 かわしま　みのる
節地、小学校下、倉之内、ﾊﾞﾘｭｰ東、ｻﾝﾊｲﾂ中之庄、ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ、富士ﾏﾝｼｮﾝ、川原２、
汐汲道、ゴルフ場１､ﾘﾊﾞﾌﾞﾙﾀｳﾝ中之庄Ⅱ、コーナン 東

121 いとう　ゆかり 宮東（1･4･5)、宮北1区、2区、ﾏﾝｼｮﾝ加地、ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ、ｺｰﾎﾟ中之庄、ﾊｲﾂｸﾞﾗﾝﾃﾞ

122 加地　祐子 かじ　ゆうこ
竹本、中部、東縄、川原１、中之丁、荒神森西、ｼﾞｮｲﾌﾙ中之庄、定岡ﾏﾝｼｮﾝ、ｼﾃｨﾊｲﾑ
ｾﾙﾊﾟ、ﾊｲﾂ篠永

123 鈴木　正美 すずき　まさみ
鳴海会、宮北3区、宮北4区、医療福祉学院学生寮、ﾒｿﾞﾝｱﾝﾋﾞｼｬｽ、高井ｱﾊﾟｰﾄ、飛鷹ﾏ
ﾝｼｮﾝ、藤原ﾏﾝｼｮﾝ

124 野村　春美 のむら　はるみ 公園通2丁目１～４区

125 杉尾　美智子 すぎお　みちこ
天神宮、宮西、坂上住宅、ｺｰﾄﾊｳｽｺｽﾓｽ、ｱｰﾊﾞﾝ中之庄、ｵｰﾌﾞﾘｰ(S、SⅡ)、ｻﾝﾋﾙｽﾞS、
今宮、宮北１区　宮北、宮の上、中部、宮西住宅



寒川地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

126 受川　清男 うけがわ　きよお 名（上・下）、中之丁（東・西）、宮ノ上1区、宮ノ上2区、ｴﾘｴｰﾙﾊｲﾂ寒川、赤井、下縄

127 合田　澄子 ごうだ　すみこ 樋ノ元、入野、入野団地、出口、木造1区、木造2区、桜の川

128 坂下　光範 さかした　みつのり ３常会・４常会、６常会、７常会、８常会（1・2・3・４）、ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊｲﾂ

129 城尾　千重子 じょうお　ちえこ １常会、２常会、５常会、８常会５

130 川口　晋 かわぐち　すすむ 中大道1～3区、西大道1～3区、サンハイム宮崎

131 河村　恵美 かわむら　えみ 支所１～3区、大倉1～4区

132 宮﨑　勝文 みやざき　かつふみ　 松木原口、宮地、土居扇虎、諏訪1区、黒岩

133 髙石　典子 たかいし　のりこ 観道、西庄、西七　上、西七、西原川西上

134 進藤　章二郎 しんどう　しょうじろう 諏訪2区、駅前、西原川東、西原　西原東、西原　西原西、西原　川西下

豊岡地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

135 八竹　成奉 やたけ　せいほう 宮西、西村、中通り、メゾン宮西、サンリットヴィラ

136 村上　強 むらかみ　つよし 恵之久保、高野

137 石川　高久 いしかわ　たかひさ 高塚、天関、なかまたち、河村コーポ

138 森川　雅由 もりかわ　まさよし 五良野、豊田東、豊田西、ｺｰﾓﾄﾞ・ｾｼﾞｭｰﾙ

139 河村　政幸 かわむら　まさゆき 川東、川西、小藪上、小藪下、遠具、小藪下２、豊岡台病院

140 一柳　栄一 いちりゅう　えいいち 岡銅、原・若宮、豊岡ﾏﾝｼｮﾝ、楠木、ﾌｫｰﾚｽ若宮、ｱﾌﾞﾆｰﾙSadaoka

嶺南地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

141 髙橋　秀幸 たかはし　ひでゆき 灰原瀬、平野、川原畑、中峰

142 坂上　宏 さかうえ　ひろし 上小川西、上小川下、上小川東、折坂、甲斐野、柳瀬

143 眞鍋　八千代 まなべ　やちよ 東長野、西長野

144 曽我部　俊朗 そがべ　としろう 藤原、中尾、上城師

145 大海　智宣 おおみ　とものり 上長瀬、下長瀬、夏切、杉成

146 いわさき　たけひろ 上猿田、下猿田

147 合田　キミ子 ごうだ　きみこ 七々木、岩原瀬



土居地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

148 伊藤　真二 いとう　しんじ 関の原、井の上、道の下（上）、道の下（下）

149 真鍋　美貴 まなべ　みき 上泉、内の川、大川

150 眞鍋　由美 まなべ　ゆみ 石原、下泉、名西内

151 真鍋　志津香 まなべ　しずか 木の川、東本郷、中本郷、西本郷

152 真鍋　忠善 まなべ　ただよし 北野下、大谷、下北野、中北野、天神

153 寺尾　晴志 てらお　はるし 上北野、高曽根、大境

154 川上　富子 かわかみ　とみこ 誓西、辻堂、西土居、井上マンション

155 川上　哲司 かわかみ　てつし 西入野（上）、西入野（下）、山口、浦山

156 山内　康志 やまうち　やすし 東入野（東）、東入野（西）、長命寺

157 井川　伸一 いかわ　しんいち 久保北原、三条、西原、上代、庄司

158 安藤　宏 あんどう　ひろし 飯武第一、飯武第二、飯武第三、中飯武南、誓東

159 佐薙　久幸 さなぎ　ひさゆき 中飯武、下飯武、砕石住宅、新東続木マンション、東続木マンション、セリエマンション

160 尾﨑　さゆり おざき　さゆり
下畑野（東）、下畑野（中）、下畑野（西）、東畑野（東）、東畑野（西）、西畑野、湯領、
ディアスアパート

161 近藤　充子 こんどう　みつこ 下原、下原住宅、下原東、藤原南、古野、新田、川原端、上東、本郷東

162 加地　正義 かじ　まさよし 堂前、辻角、中洲、下東、下西１、下西２、中東、中西

163 たかはし　ひろゆき 松の木（東）、松の木（中）、松の木（西）、中村西、栗谷、宮の下（１）、宮の下（２）、宮東

164 安藤　修一 あんどう　しゅういち 藤石、原組、下出（東）、下出（中）、下出（西）、桜木、梅ヶ町、東原、福助住宅

165 髙橋　幸嗣 たかはし　こうじ
北本郷（上）、北本郷（下）、辻の川 東、西、丑山井の上、椿堂、風留（南）、風留（上）、
風留（東）、風留（西）、小林住宅

166 髙橋　留里子 たかはし　るりこ 上根々見、下根々見、田尾、余掛(尾山（東）)、尾山（西）、川西、札の木、往環

167 河村　直起 かわむら　なおき 馬場、本郷、西の土居、宮の下、ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ赤星、ﾌｫｰﾚｽ桜木

168 江口　清香 えぐち　きよか 東宮（１・２・３・４）

169 森川　淳子 もりかわ　じゅんこ 森首、上野田、サンベック、デロス

170 泉　美鈴 いずみ　みすず 水屋、東分、西分、上市、ラ・ティエラ、ブラオ、アピオン

171 村上　佳清 むらかみ　よしきよ 西森、西大道、池の下、西村

172 鈴木　一弘 すずき　かずひろ 東森、要町、東大道（東）、東大道（西）、常徳寺

173 河村　美知子 かわむら　みちこ
東村、ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ、大倉住宅、河内原、ｻﾝﾃﾗｽ、ｻｰﾊﾟｽﾀｳﾝ、ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ、サンタウン赤
星、コートファミール、ベルせいら、ドミールエルモア、ビィラハピネス、グリーンハイツ、ド
リーム2000、ブルースターマンション、三木アパート

174 笹山　久美子 ささやま　くみこ 樋の口

175 梅﨑　好幸 うめざき　よしゆき 東天満（１・２・３）

176 安部　清文 あべ　きよふみ 朝日野、朝日野住宅、出店

177 寺尾　りつ子 てらお　りつこ 大西山田、原久保市場、原久保東、寺の下、インフィニティ・フォレスト



178 近藤　りつ子 こんどう　りつこ 上の町、中の町

179 岸　悦子 きし　えつこ 下の町、西の町、西の江

180 石村　拓朗 いしむら　たくろう 中組、五明

181 山内　義久 やまうち　よしひさ 蕪崎南、上談議所、下談議所

182 鈴木　勝典 すずき　かつのり 宮西、乾

新宮地区

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

183 近江　智 おおみ　さとし 秋田、程野、土居

184 はだ　ちやこ 栄谷、柿の下、総野、下り付、辺地床、堂成、久保ヶ内

185 眞鍋　幸雄 まなべ　ゆきお 大谷、長瀬、竹の峯、小六、鉱山

186 香川　ひろみ かがわ　ひろみ 黒田東、黒田西、西ヶ市、寺尾

187 三鍋　八重子 みなべ　やえこ 宮川東、宮川西、中西、不動、影井、大影

188 吉岡　武重 よしおか　たけしげ 川渕、市仲上、市仲中、市仲下、大尾、古野、日浦、栗の下

189 藤原　和夫 ふじわら　かずお 田之内、倉六、内野、大窪

190 山本　正行 やまもと　まさゆき 中上、中村、杉谷

191 小笠　ます子 おがさ　ますこ 中野、東北浦

192 井上　定惠 いのうえ　さだえ 鳩岡、亀尻

193 西山　淳子 にしやま　じゅんこ 嵯峨野、木颪、泉田



(主任児童委員) (令和４年12月1日)

№ 氏　　　名 ふりがな 担　　当　　地　　区

1 石川　千鶴 いしかわ　ちづる 川之江（川之江）

2 高橋　優子 たかはし　ゆうこ 川之江（川之江）

3 岩田　護 いわた　まもる 川之江（川之江）

4 藤原　美鄕 ふじわら　みさと 川之江（金　生）

5 石川　豊子 いしかわ　とよこ 川之江（金　生）

6 石川　勝子 いしかわ　まさこ 川之江（金　生）

7 豊田　玲子 とよた　れいこ 川之江（上　分）

8 熊本　聖子 くまもと　せいこ 川之江（妻　鳥）

9 薦田　幸広 こもだ　ゆきひろ 川之江（妻　鳥）

10 宮内　則人 みやうち　のりひと 川之江（金　田）

11 石川　郁子 いしかわ　いくこ 川之江（川　滝）

12 石川　幸子 いしかわ　ゆきこ 三 　島（松　柏）

13 近藤　美沙 こんどう　みさ 三 　島（松　柏）

14 東澤　優子 とうざわ　ゆうこ 三　 島（三　島）

15 宮崎　秀美 みやざき　ひでみ 三 　島（三　島）

16 大西　紀子 おおにし　のりこ 三 　島（中曽根）

17 松島　美香 まつしま　みか 三 　島（中曽根）

18 戸田　都 とだ　みやこ 三 　島（中之庄）

19 坂上　徳代 さかうえ　とくよ 三 　島（中之庄）

20 坂下　英子 さかした　ひでこ 三 　島（寒　川）

21 宮崎　さゆり みやざき　さゆり 三 　島（寒　川）

22 大西　英喜 おおにし　ひでき 三 　島（豊　岡）

23 藤原　勇作 ふじわら　ゆうさく 三 　島（豊　岡）

24 曽我部　公恵 そがべ　きみえ 土 　居（関　川）

25 よしはら　かずこ 土 　居（土　居）

26 森田　健 もりた　たけし 土 　居（小富士）

27 近藤　望 こんどう　のぞみ 土 　居（長　津）

28 鈴木　智光 すずき　ともみつ 土 　居（北）

29 宇田　忠司 うだ　ただし 新 　宮

30 石川　清美 いしかわ　きよみ 新　 宮


