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北条地区
●北条東　松本　正
●北条西　井上邦男
●小谷　　正中宏知
●栗田　　宮脇敏行
●横尾　　内藤康秀
●古坂　　野田誠男
●東高室　松尾義三
●西高室　高次貞雄
●東南　　岡田泰和
●西南　　山下義彦
●黒駒　　菅原一道

富田地区
●谷町         垣内秀一
●西谷東町  石野秀男
●畑町第１
 　  宮永文雄
●畑町第２
 　  後藤重己
●畑町第３
 　   岡   信義
●畑町第４
   長谷川良文
●窪田町　 後藤    猛
●吸谷町　柏原伸一
●西上野町
                  　岡　進
●市村町　平林茂生
●坂元町第１
 　  永田    徹
●坂元町第２
 　  衣笠清人
●福居町第１
 　  小東    剛

●福居町第２
 　  柏原英貴
●福居町第３
 　  荒木信也
●福居町第４
 　  宮田    彰
●谷口町　山野敏明
●吉野町　荒木    晃

賀茂地区
●福住東町　本多順一
●福住西町　渡辺俊彦
●山下西町　衣笠利則
●山下中町　今峰　悟
●山下東町
　　　　名古屋義数
●西横田町
　　　　　  山本邦夫
●東横田町　山本重幸
●鎮岩町　  西谷末男
●岸呂町　  水田徹也
●東長町　  長井繁明
●西長町　  玉置清和
●東剣坂町　中谷辰巳
●西剣坂町　三島孝司
●中山町　  松本由郎
●大柳町　  小林大助

下里地区
●王子町　  前田   忠
●戸田井町　高見和則
●両月町　  高見   勉
●大村町　  谷   昭裕
●尾崎町　  石野正弘
●段下町　安田美世志

●中西南町　谷川重之
●中西北町　石野敏明
●琵琶甲町
　　　　　  内田康雄
●野条町　 蓬莱文昭
●牛居町　  中村   宏
●上野田町　中川和明
●東野田町　久保清和
●東笠原町  小谷   正
●西笠原町  佐伯   秀
●三口川北　宮永憲一
●三口北浦  稲岡   護
●三口上所　西岡豊彦
●坂本町       浅見  悟
●倉谷町　  谷川定隆
●千ﾉ沢町　  山本貞一

九会地区
●中野町　  岡本忠義
●田原町　  田居秀雄
●網引町　  筧瀬津男
●南網引町  神沢   均
●栄町　   洞井志都夫
●桑原田町  菅野   勝
●繁陽町　  山端幸雄
●繁昌町　  谷口義博
●上宮木町　西村義孝
●下宮木村町
    古元美貴男
●下宮木町　澤中文彦
●鶉野上町　田中敏昭
●鶉野南町  三宅   勉
●鶉野中町　黒田義昭

西在田地区
●上若井町
　　　　　  高橋一吉
●下若井町　六萬正昭
●大内町　  藤原   英
●下道山町　大西清博
●上道山町　高井重義
●下万願寺町
　　　　　  牛尾義明
●上万願寺町
　　　　　  大豊康臣

在田地区
●殿原町　  後藤政博
●鴨谷町　  青木正樹
●笹倉町　  甘中   覚
●中富町　  高見光則
●越水町　  長田   修
●北町　　  森本俊彰
●別所町　  松本光生
●佐谷町　  堀井秀司
●上野町　  能瀬   肇
●広原町　  為平貞信
●下芥田町　芥田首均
●上芥田町　立脇範雄
　　　　　　（敬称略）

富合地区
●都染町　  仲井明憲
●別府西町　西面和博
●別府中町　西村一彦
●別府東町  西村   一
●常吉町　  東郷克芳
●朝妻町　  高田勝生
●豊倉町　  田中義昭
●玉野町　  本玉真規
●山枝町   山田日出夫
●玉丘町　  井上秀春
●青野原町  阿木   仁

多加野地区
●甲和泉町　松本義博
●乙和泉町　岡田貞秋
●河内町　  高見政義
●山田町　  神田義典
●野上町　  千種義範
●池上町　  高見隆弘
●西野々町　頃安泰幸
●島町　　  仲田和好
●満久町　  藤原充男
●馬渡谷町　中植修一
●大工町　  神田   徹
●鍛治屋町　
　　　       岡田一二三
●油谷町　  吉田昌義
●田谷町　  常峰正暢
●国正町　  志方恒雄
●小印南町　重松敏彦
●青野町　  岡田俊和

　　　農会長さん

お願いします

　農会長会会長
田中  義昭さん
激変する農政。農家
と行政・関係機関と
のパイプ役として全
力を尽くします。

北条地区代表農会長
　　岡田　泰和（東南）
富田地区代表農会長
　　柏原　伸一（吸谷）
賀茂地区代表農会長
　　衣笠　利則（山下西）
下里地区代表農会長
　　高見　勉（両月）
九会地区代表農会長
　　古元　美貴男（下宮木村）

富合地区代表農会長
　　田中　義昭（豊倉）
多加野地区代表農会長
　　岡田　俊和（青野）
西在田地区代表農会長
　　牛尾　義明（下万願寺）
在田地区代表農会長
　　堀井　秀司（佐谷）

農会長さん

▲王子神社の蝋梅
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区長さん

北条地区 
●福吉町　 藤本秀之
●本町 　  北野銑六
●南町 　  植田定雄
●駅前町　堀江正彦
●御旅町　井上芳正
●御幸町　工古田義明
●笠屋町　原田　保
●宮前町　三枝正明
●江ノ木町  藤本照夫
●住屋町　畑田芳正
●栄町 　  廣瀬正二
●小谷 　  正中邦男
●栗田 　  平位　和
●横尾 　  高井壽郎
●古坂 　  高井昭一
●東高室　田野　実
●西高室　高橋保雄
●東南　　豊田敏宏
●西南 　  西村佳士
●黒駒 　  菅原敏道
●曽根自治区
　　　　　臼井　淳
●北条第三住宅自治区
　　　　　 中山景寿
●古坂 1丁目自治区
　　　　　福山歳章
●古坂 2丁目自治区
　　　　　春井　勝
●古坂 3丁目自治区
　　　　　北村佳一
●北条団地自治区
　　　　　原田孝志
●女鹿山自治区
　　　　　平田信男
●清水団地自治会
　　　　　西村龍彦
●ｶﾅﾀﾞ村自治会
　　　　　藤田博行
●荒神山住宅自治区
　　　　　本岡　護

富田地区 
●谷町　　  宮長義彦
●西谷東町　岡本千昭
●西谷西町　国松輝夫
●畑町  　　安富智彦
●窪田町      後藤義昭
●吸谷町      後藤健一
●西上野町  岡   正人
●市村町　  川嶋克己
●坂元町　  小田正幸
●福居町　黒田富士雄
●谷口町　  田中由一
●吉野町　  荒木智幸
●吉野住宅自治区
　　　　　  永嶋辰男
●芝自治区　熊谷曜義

賀茂地区
●福住東町　本多邦好
●福住西町　安田好孝
●山下西町　衣笠勝弘
●山下中町　今峯茂幸
●山下東町　奥隅貞壽
●西横田町　中根昭夫
●東横田町　山本正憲
●鎮岩町      小谷　昇
●岸呂町　  杉本善一
●東長町      宮永克彦
●西長町　  村田利一
●東剣坂町 小路光明
●西剣坂町 中村　治
●中山町 渡邊久芳
●大柳町 小林久義

下里地区 
●王子町　 宮永守男
●戸田井町
　　　　 東郷三千男
●両月町　 高見芳行

●大村町　 後藤清和
●尾崎    　  岩崎　洋
●段下町　栗山征三郎
●中西南町    伊藤　勝
●中西北町    石野一男
●琵琶甲町  岸本   良
●野条町　  蓬莱正史
●牛居町　  前田英機
●上野田町  岩田   勝
●東野田町  東一   勝
●東笠原町  中安   高
●西笠原町　柿本繁一
●三口町　  宮永   洋
●坂本町　  小谷章二
●倉谷町　  森本義一
●千ノ沢町　桜井伸一
●新生町　  山口亀市
●尾崎団地自治区
　　　　  永井健志郎

九会地区 
●中野町　  藤原信行
●田原町　  深田敏春
●網引町　  上見　弘
●南網引町　谷口好弘
●栄町　　  吉田英夫
●桑原田町
　　　　 松尾三代治
●繁陽町　  山端一男
●繁昌町　  山田英規
●上宮木町  西村    毅
●下宮木村町
　　　　　  深田哲男
●下宮木町　澤中憲雄
●鶉野上町　田中光顕
●鶉野南町　高原明郎
●鶉野中町　永野修身
●繁昌団地自治会　 
　　　　　  石井秀俊

西在田地区 
●上若井町 篠倉光男
●下若井町 篠倉和昭
●大内町 岡本正博
●下道山町 竹内　健
●上道山町 金澤忠吉
●下万願寺町
 宮川和久
●上万願寺町
 国田良一

在田地区 
●殿原町　 青山正勝
●鴨谷町　 轟   宗雄
●笹倉町　 松本勝哉
●中富町　 富永庸一
●越水町　 長田義文
●北町　　 吉田秀貴
●別所町　 有田安明
●佐谷町　 高橋秀文
●上野町　 藤原重利
●広原町　 宮崎武司
●下芥田町   小牧重美
●上芥田町   是常一雄
　　　　　　（敬称略）

富合地区 
●都染町      松岡勝己
●別府西町　西村義樹
●別府中町  松末    薫
●別府東町　西村雅純
●常吉町　  柴田忠男
●朝妻町　  初田   毅
●豊倉町　  岩佐   政
●玉野町　  繁中晴夫
●山枝町　  長谷川勲
●玉丘町　  井上   治
●青野原町　常峰皓一
　

多加野地区 
●甲和泉町　伊藤守雄
●乙和泉町　増田雅宏
●河内町      松尾   修
●山田町　  藤本正男
●野上町      高見   保
●池上町　  中塚光男
●西野々町　阿木信介
●島町　　  織部利秋
●満久町　  原田正紀
●馬渡谷町  遠藤   収
●大工町      神田定秀
●鍛治屋町　繁田幸良
●油谷町　  玉井康文
●田谷町      井上   正
●国正町　  民輪正秀
●小印南町　常峰潤一
●青野町　  繁田進作

平成 20年

区長さん　　　　　　

よろしく　

区長会会長　　高見　芳行
（下里地区代表区長）

同副会長　　　後藤　健一
（富田地区代表区長）

同副会長　　　岩佐　政
（富合地区代表区長）

同副会長　　　藤原　重利
（在田地区代表区長）

北条地区代表区長 
　　平位　和
賀茂地区代表区長 
　　中根　昭夫
九会地区代表区長 
　　田中　光顕
多加野地区代表区長 
　　阿木　信介
西在田地区代表区長 
　　金澤　忠吉

　 区長会会長
 高見   芳行さん
分不相応の重責です
が、精一杯がんばり
ます。

▲傷ついたコハクチョ
ウ ‘ はくタン ’ は現在
長倉池に…。


