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栗橋東地区

担　当　区　域 氏　名

１ 上１・２丁目 並木　源七

２ 福寿 金高　美江

３ 仲１（１～17組） ◎ 飯塚　富司

４ 仲１（18～42組） 小野田真弓

５ 仲２ 石井　早苗

６ 新町（１～６－４組・12～13－３組・15～19－2組） 冨井　　了

７
新町（７～11－５組・13－４～14－３組・20－1～20－
２組）、第２栗橋ハイツ

齋藤　喜靜

８ 旭町１丁目（１～23組）、イトーピア（27－30組） 津布久武男

９ 旭町１丁目（24～59組） 髙橋　和夫

10 旭町２丁目（１～20組） 春原　冨江

11 旭町２丁目（21～31－２組）、道上団地 鈴木　　昇

12 旭町３丁目 木村　善二

13 イトーピア（15～26街区・31～32街区） 新井　和江

14 イトーピア（１～14街区） 遠藤　喜衛

15 第１栗橋ハイツ 目黒トシ子

16 しづか団地 佐藤　紀子

17 伊坂２丁目（１～18組・42組の一部・43組） 並木　輝子

18 伊坂２丁目（19～41組・42組の一部・44組） 渡辺　恵子

19 伊坂３・４丁目、駅前ハイツ 長岡　依子

20 伊坂５・６丁目 吉田きよ子

21 伊坂７丁目 ○ 坪井喜代子

22 伊坂８丁目 深見　静江

23 小右衛門（フラワータウンを除く） 池田　厚子

24 フラワータウン 長谷川和子

25 南栗橋１・２丁目 岡部　宗司

26 栗橋東地区民協全域 ◇ 石垣　正順

27 栗橋東地区民協全域 ◇ 高塚万里子

栗橋西地区

担　当　区　域 氏　名

１ 伊坂１丁目の一部 奈良　　広

２ 伊坂１丁目の一部 金敷　京子

３ 伊坂１丁目の一部 白石　純一

４ 松永、伊坂苑、コモン栗橋、市営住宅 ○ 荒井　良雄

５ 間鎌 榎本　悦子

６ 佐間 ◎ 橋本　悦夫

７ 高柳（里・原・水深・島・香取） 齋藤　宏子

８ 高柳（寺・宿・新田） 番場　和子

９ 新井、島川 板垣　浩子

10 中里、狐塚、南栗橋４丁目 遠藤　清美

11 北広島、南栗橋10丁目 新谷　和子

12 河原代、南栗橋11丁目 平井　静子

13 南栗橋３・９丁目 志川美也子

14 南栗橋５・６丁目 石川キワ子

15 南栗橋７・12丁目 阪本　　勉

16 栗橋西地区民協全域 ◇ 久下みゆき

17 栗橋西地区民協全域 ◇ 石島　昌江

鷲宮東地区

担　当　区　域 氏　名

１ 八甫１・２・４丁目、八甫１～3100の一部 細井　興治

２ 八甫３・５丁目、八甫１～3100の一部 巻島　和雄

３ 東大輪１～2400の一部 田口　博達

４ 東大輪１～2400の一部 染谷惠璃子

５ 鷲宮６丁目、東大輪2000～2300・西大輪2201～2400の一部 澤田　文子

６
西大輪１丁目11～21、２丁目１～６・８～13、西大輪１
～2400の一部

◎ 白石　榮子

７
西大輪１丁目11～21、２丁目１～６・８～13、西大輪1
～2400の一部

青木　　猛

８
西大輪２丁目15～20、３丁目、４丁目２～７、５丁目８
～９、西大輪801～2100の一部

○ 木村　　晃

９
西大輪４丁目１・８～23、５丁目１～７・10～20、西大
輪1401～2200の一部

菅谷志津子

10
西大輪４丁目１・８～23、５丁目１～７・10～20、西大
輪1401～2200の一部

安部　智代

11 外野、西大輪1101～1400の一部 高塚きえ子

12 上川埼 三﨑　三男

13 桜田３丁目９、４丁目 江森　容子

14 桜田３丁目９、４丁目 玉置　政美

15 桜田３丁目４・６～７ 古畑　信代

16 桜田３丁目４・６～７ 栗原　民子

17 桜田３丁目３・10 下條ふさ子

18 桜田３丁目３ （未定）

19 桜田３丁目５・８ 坂本　悦子

20 桜田４丁目１～３ （未定）

21 桜田３丁目１～２ 関本　光男

22 西大輪１丁目２・10、２丁目７・14 中尾富士子

23 桜田１丁目７～24 斎藤萬智子

24 桜田１丁目26～32、２丁目８～13 （未定）

25 桜田１丁目３～４ （未定）

26 桜田１丁目３～４ （未定）

27 桜田２丁目２ （未定）

28 桜田１丁目５ 伊東まさ子

29 鷲宮東地区民協全域 ◇ 川上　弥生

30 鷲宮東地区民協全域 ◇ （未定）

鷲宮西地区

担　当　区　域 氏　名

１ 久本寺、上内１～1400の一部 ◎ 野原　基義

２
葛梅１・３丁目、２丁目１～２・10～22、葛梅１～700
の一部、上内601～2200の一部

服部三千代

３
葛梅１・３丁目、2丁目１～２・10～22、葛梅１～700の
一部、上内601～2200の一部

但木ケイ子

４
葛梅１・３丁目、２丁目１～２・10～22、葛梅１～700
の一部、上内601～2200の一部

（未定）

５ 砂原１丁目、上内1201～1800の一部 吉水美智子

６ 鷲宮１～900の一部 橋本　智勇

７ 鷲宮2789～3200 竹内　雅子

８ 鷲宮２丁目７～８、鷲宮４・５丁目、鷲宮701～2740の一部 金子　幸子

９ 鷲宮２丁目７～８、鷲宮４・５丁目、鷲宮701～2740の一部 青栁　悦郎

10 鷲宮２丁目７～８、鷲宮４・５丁目、鷲宮701～2740の一部 新藤　美枝

11 鷲宮２丁目１～６・９～13、鷲宮３丁目、鷲宮2101～2600の一部 篠原ヒサ子

12 鷲宮２丁目１～６・９～13、鷲宮３丁目、鷲宮2101～2600の一部 鈴木　知子

13 鷲宮２丁目１～６・９～13、鷲宮３丁目、鷲宮2101～2600の一部 五井野和子

14 鷲宮１丁目、鷲宮中央２丁目５～７、鷲宮2001～2200の一部 日比野登美子

15 栄１丁目、鷲宮1401～2000 相澤　瑞枝

16 中妻１～1800の一部 矢野　信行

17 鷲宮中央１丁目、２丁目１～４ 稲葉　友江

18 葛梅２丁目３～10、葛梅401～700の一部、中妻1501～1700の一部 桑名　律子

19 葛梅２丁目３～10、葛梅401～700の一部、中妻1501～1700の一部 時弘　暢子

20 葛梅２丁目３～10、葛梅401～700の一部、中妻1501～1700の一部 福田　和江

21 わし宮団地１－１～１－10 ○ 新井千鶴子

22 わし宮団地１－11～１－20 横尾　通子

23 わし宮団地１－21～１－30 中沖　幾江

24 わし宮団地２－１～２－15 森田　知枝

25 わし宮団地２－16～２－23 （未定）

26 わし宮団地２－24～２－32 （未定）

27 わし宮団地２－33～２－42 高松百合子

28 わし宮団地３－１～３－９ 中野　博子

29 わし宮団地３－10～３－19 （未定）

30 鷲宮西地区民協全域 ◇ 加藤　巳代

31 鷲宮西地区民協全域 ◇ （未定）

◆民生委員・児童委員（主任児童委員）のみなさんを紹介します◆

平成23年２月１日現在

◎地区会長　○地区副会長　◇主任児童委員


