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地域で活躍している自治会長を紹介します
自治会に加入しましょう
　自治会とは、地域の人々が互いに交流し、知恵を出し合い、力を合わせて住みよい地域をつくるために
組織されています。また、自治会は地域を代表する組織であり住民自治を日常的に支える機能をもってい
ます。地域の一員として、自治会に加入しましょう。自治会への加入については、最寄りの自治会長へご
連絡ください。自治会は、積極的な防犯・防災活動、地域の交流を深める行事の開催、広報誌や市議会だ
よりなど行政の情報資料配布協力などを行う団体です。
■問い合わせ先　市民協働推進課　☎（32）8887
石橋地区 栄町４丁目３区 奥田　　勉 下古山１区 青木　喜徳
石橋上町１区 大野　道久 栄町４丁目４区 下蔵　勝治 下古山２区 髙山　　光
石橋上町２区 篠原　誠治 栄町４丁目５区 角田　　充 下古山３区 須藤　　勇
石橋上町３区 高倉　　久 栄町４丁目６区 細田　　穆 通古山１区 橋本　英男
石橋上町４区 真下　義雄 上大領 伊澤　孝雄 通古山２区 清水　　勉
寿　町 金田　英昭 中大領 池田　　榮 通古山３区 飯野　優卿
石　町 髙山　正夫 東前原 舘野　新一 通古山４区 青木　茂郎
旭　町 渡辺　悦雄 下大領 橋本　　守 通古山５区 市村　政行
本　町１区 髙山　忠則 入の谷 須﨑　　操 通古山６区 髙橋　邦好
本　町２区 廣沢　重芳 下石橋１区 黒川　　悟 若林北部１区 滝澤　芳夫
本　町３区 石川　利光 下石橋２区 吉田　宗司 若林北部２区 星野　邦博
本　町４区 有野　一良 富士見町 池田　菊夫 若林南 水沼　正勝
本　町５区 橋本　秀則 グンゼ社宅 川野　　満 下長田 篠原　寛巳
栄町１・２丁目 飯野　悦男 上古山１区 毛塚　健二 上　台 古谷　正夫
栄町３丁目 笠野　幸男 上古山２区 野口　文夫 細　谷 川中子俊光
栄町４丁目１区 青木　重男 上古山３区 髙山　　実 橋本南　　 東川　哲夫
栄町４丁目２区 岩出　茂雄 上　原 青柳　庄一 橋本北 髙木　文雄
国分寺地区 川　西 伊沢　　章 柴北１ 大沼　俊一
駅　前 荒山　　栄 南国分 前原　　豊 柴北２ 池　　政男
下　町 菅井　貞雄 国分１ 近藤　和弘 柴北３ 佐藤　浩己
仲　町 岡本　鉄男 国分２ 小泉　　清 柴北４ 金子　康法
小金井上町 川俣　一由 国分３ 廣井　定雄 鈴苅町 黒須　光雄
関根井 手塚　一男 紫 白石　　渡 日出町 波多野美春
小金井北 水上　保平 旭ケ丘 阿部　祐二 丸野町 宮本　貞男
笹　原 倉井　孝仁 柴南１ 島村　竜太 駅　東 鈴木　孝司
箕　輪 若林　芳文 柴南２ 渡辺　重喜 医大前 髙根澤雅直
川　東 伊藤　陽一 柴南３ 佐取　正博 烏ケ森１東 関根　克彦
泉　町 若林　　一 柴南４ 松沼　　功 烏ケ森１西 出口　真也
川　北 篠原　　衛 柴南５ 五月女芳昭 烏ケ森２ 藤井奈津子
川　南 永井　喜男 柴南６ 諏訪　朝雄 あづま町 小川　丈人
南河内地区 仁良川下 添野　　隆 緑四丁目南 片野　雅男
下　原 舘野　利夫 祇園町 古口　　悟 緑五丁目 笈川　直隆
西　区 山ノ井勝幸 自治医大職員住宅 岡部真由子 緑五丁目南 岡部　　隆
一丁目 石崎　信男 祇園一丁目北 天谷　　充 緑六丁目 法師人節夫
二丁目 木島　一男 祇園一丁目 坂倉　　司 ＧＴ緑六丁目 安武真理子
三丁目 内木　　誠 祇園二丁目 今井　光信 本吉田北 伊澤　　清
四丁目 蓬田　好也 祇園ダイアパレス 福岡　久子 本吉田南 甲田　　誠
五丁目 野口　良一 ミラパセオ自治医大 永山　宜男 絹　板 藤沼　正己
六丁目 永井　義次 祇園三丁目南 藤内　　研 絹板台 稲見　正一
日生団地 伊藤　真実 祇園三丁目エルメゾン 岩澤まりも 台坪山 藤沼　好男
成　田 大関　　茂 祇園自治医大 中村　美帆 的　場 川井　　明
町田上 石島　一己 祇園三丁目東 一ノ瀬治夫 上坪山 生沼　安夫
町田下 海老原輝男 アーバンコンフォート 中村　純二 東　根 谷田貝俊昭
谷地賀上 小川　秀雄 祇園四丁目 野間　淳一 塚　越 伊澤　喜夫
谷地賀下 鈴木　秀男 ＧＴ祇園五丁目 三宅八洲男 磯　部 伊澤　信之
下文狹 佐藤　冨男 緑一丁目 坂井　友明 川　島 相澤　康男
東田中 杉山　一雄 緑二丁目 渡辺　　隆 上吉田 鱒渕　拓也
西田中 上野　栄一 緑三丁目北 神谷　雅美 鯉　沼 上野　光幸
地久目喜 大島　久雄 緑三丁目南 渡辺　欣宥 三王山 上野　義行
仁良川上 坂本　栄一 緑四丁目北 中村　　清 西坪山 百武　　亘
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