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地区 町内会名 役割 氏　名

東

宗猷寺町      谷垣内和夫
天性寺町      下野　文夫
愛宕町        田屋　忠司
若達町1丁目  ◎ 木下　清裕
若達町2丁目  中洞　一弘
春日町        松森　孝彦
島川原町      戸谷　　昇
堀端町        中村　竜治
馬場町        渡邊　益造
吹屋町1丁目  ○ 中谷　芳広
吹屋町2丁目  岩坂　匡視
大門町        辻田　誠一
鉄砲町        澤田　雄一

西

下一之町      橋本　正文
下二之町      柿下　純雄
下三之町      牧野　祐三
桜町          高垣　亮三
八幡町        打保　秀一
大新町1丁目  舩坂不二夫
大新町2丁目  原田　慶昭
大新町3丁目  熊崎　信行
本町2丁目    清水万壽巳
本町3丁目    西洞　　正
本町4丁目    ◎ 川尻　義昭
有楽町        船崎　　直
相生町        岸元　忠義
花川町        岩畑　誠一
名田町6丁目  洞口喜久男
末広町        小林　藤男
朝日町        高桑　礼二
七日町1丁目  大洞　忠雄
七日町2丁目  坂口　　均
七日町3丁目  川上　　進
神田町1丁目  ○ 溝畑　　実
神田町2丁目  元仲　紀彦
総和町1丁目  和田　道造
総和町2丁目  桜本　幸二
初田町1丁目  下林　眞人
初田町2丁目  砂田　隆司
花岡町1丁目  村尾　康行
昭和町2丁目  川上　英男

南

川原町        小瀬　弘男
西町          河上　　至
本町1丁目    河本　敏明
八軒町1丁目  橋詰　正博
八軒町2丁目  直井　義弘
八軒町南      川上　富吉
名田町4丁目  大野　光夫
名田町5丁目  吉本　敏彦
天満町4丁目  山下　　明
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南

天満町5.6丁目 山本　秀寿
花里町4丁目  下屋　孝雄
花里町5丁目  横山　英樹
花里町6丁目  上坪　　実
昭和町1丁目  上田　　昮
昭栄町        本図　　巌
上岡本町      門崎　通春
中岡本町      ◎ 長谷川昭久
緑ケ丘町1丁目 中丸　幸信
緑ケ丘町2丁目 ○ 踏込　久男
松原町        加藤　盛雄

北

大新町4丁目  野中　芳弘
大新町5丁目  瀨上　　勉
総和町3丁目  砂田　博司
初田町3丁目  谷腰　康夫
花岡町3丁目  ◎ 宮田　敏彦
下岡本町      中嶋　国彦
桐生町        辻　　直樹
本母町        下仲　国夫
冬頭町        ○ 西島　正雄
松本町        坂上　庄平
有斐ケ丘町    倉畑　　勉

山　

王

森下町        ○ 高野喜代行
上神明町      河上　宏一
下神明町      武藤　　博
上一之町      藤村　政司
上二之町      二木　　康
上三之町      山下　一男
片原町        ◎ 長瀬　湊吉
片野町        中林　和夫
石浦町        小林　　浩

江　

名　

子

下江名子町    田中　茂之
上江名子町    杉谷　生耕
山口町        ○ 桂川　義明
桜ケ丘町      大林　真一
錦町          ◎ 神田　　猛
荏名団地町    山本　良一

新　

宮

下林町        杉原　宗次
山田町        京伝　忠夫
夕陽ケ丘町    上林　勝治
下之切町      ◎ 上清水信男
新宮町        ○ 直井　靖雄
八日町前原町  池田　　晃
雇用促進町    森本　国実
新星町        森下　忠夫
自由ケ丘町    駒屋　義明

三　

枝

下切町        ◎ 田中　善博
旭ケ丘町      紙谷　茂春
中切町        森本　昌章
上切町        野内　文雄
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三
枝
赤保木町      ○ 前坂　外弘
見量町        渡辺　忠栄

大　

八

上野町        木村　　勝
松之木町      小池　由夫
大洞町        西　　喜一
漆垣内町      ◎ 平岡　厚雄
塩屋町        高村喜代一
大島町        加藤　孝彦
天堤町        樋口　英一
三福寺町      小鳥　長宣
東山町        金田　　功
長坂町        大野　泰弘
曙町          田尻　英一
日の出町      溝下　　弘
松之木守ケ丘町 洞谷　清和
下三福寺町  小県　行夫
東栄町        ○ 道下　利一
東山台        田口　　満

岩 

滝

滝町          ○ 小田　新藏
生井町        和 田 　 茂 夫
岩井町        ◎ 塚本　清作

花　

里

上川原町      ○ 大洞　　修
名田町1.2丁目 村中　幸一
名田町3丁目  横超　晋生
花里町1丁目  都竹　隆夫
花里町2丁目  ◎ 前越　晢夫
花里町3丁目  西垣津利光
千島町        松山　　茂
西之一色町    坂口　公平

丹　

生　

川

久手 小坂昭二三
岩井谷 中西　成人
旗鉾 大宮　真一
曽手 田和　義継
駄吉 瀬上　末男
日面 稲垣　真治
日影 牧上　一成
芦谷 御厩　　昌
板殿 奥田　寛之
白井 大東　　勉
根方 大佐古隆善
小野 谷口　秀一
大谷 林　　廣茂
瓜田 下野　　均
法力 本山　秀治
北方 田屋　雅樹
坊方 ○ 中矢　和眞
山口 坂地　光博
町方 ◎ 平塚　光明
新張 渕上　浩一
下保 西保木和広

平成平成2121年度年度    町内会長町内会長のみなさんのみなさん
（平成21年4月1日 現在）


