
氏名 住所 氏名 住所 氏名 住所

伊藤　勝彦 莵道東垣内 石﨑　利壽 木幡北畠 石川　里美 五ケ庄二番割

鬼橋　直子 木幡南山 宇治橋　昭子 木幡御園 石倉　ゆかり 五ケ庄三番割

小池　祐香 木幡御蔵山 大久保　裕子 木幡檜尾 植村　敏和 五ケ庄福角

五艘　勝子 木幡御蔵山 奥西　幸子 六地蔵町並 海老名　典子 木幡南山

潮見　洋 木幡南山 柴田　俊子 木幡正中 太田　義久 五ケ庄西浦

篠　美矢子 木幡平尾 谷口　誠一 木幡正中 奥西  隆三 五ケ庄三番割

千田　ひとみ 木幡南山 寺内　正三 木幡御蔵山 小倉　義子 木幡南端

谷口　恵子 平尾台一丁目 寺川  孟寛 木幡正中 川嵜　孝雄 羽戸山二丁目

田村　隆雄 木幡御蔵山 並河　勝美 木幡平尾 北　ちえ子 五ケ庄三番割

鳥羽　弥惠子 平尾台二丁目 根岸　憲明 木幡花揃 木村　重之 五ケ庄平野

中谷　勝彦 西笠取下荘川西 濱田　喜代子 木幡北島 香田　美代子 木幡中村

南　和美 木幡御蔵山 平岡　享 木幡西中 田家　多鶴 五ケ庄広岡谷

渡瀬　祐志 平尾台一丁目 前田　千枝子 木幡御園 五ケ庄広岡谷

◎藤本　朋子 木幡平尾 向山　ひろ子 木幡檜尾 田中　克幸 木幡西浦

◎渡邊　里美 木幡平尾 村上　富美子 木幡金草原 土屋　洋子 羽戸山三丁目

矢野　宮子 木幡東中 土井　幸枝 五ケ庄西浦

米原　三津子 木幡北山畑 平田　美弥子 木幡南山

◎菅原　佳子 木幡南山 松下　末子 木幡南端

◎津江　直子 木幡檜尾 三木　ひとみ 木幡南山

三﨑　加惠路 木幡内畑

矢田貝　貴美子 五ケ庄新開

◎古田　陽子 五ケ庄三番割

◎村田　卓正 五ケ庄梅林

氏名 住所 氏名 住所 氏名 住所

東　龍次朗 五ケ庄大林 磯井　義博 莵道籔里 稲房　知江子 宇治蓮華

上西　千惠子 五ケ庄西川原 伊藤　嘉昭 五ケ庄一里塚 入江　喜美子 宇治妙楽

河北　由紀 五ケ庄大林 岩本　ひとみ 五ケ庄福角 河野　朝子 宇治里尻

香村　和子 五ケ庄芝ノ東 浦杉　幸子 莵道出口 鬼界　幸泰 宇治乙方

竹下　誠 木幡熊小路 金田　知子 莵道車田 宇治小桜

内藤　裕基 五ケ庄古川 久保見　ひさの 莵道西中 小島　確二 白川鍋倉山

中村　八重子 木幡熊小路 櫻屋敷　寛子 莵道出口 尊田　佐一 宇治善法

林　善美 木幡熊小路 品田　美野 五ケ庄一里塚 宇治壱番

原　由美子 五ケ庄西川原 島崎　陽子 莵道谷下り 坪井　千惠子 宇治善法

木幡内畑 下前　博美 明星町二丁目 花房　薫 宇治山田

藤澤　寛治 五ケ庄寺界道 園田　有子 五ケ庄折坂 林　禎造 宇治妙楽

安井　田 木幡西浦 竹内　恵子 志津川南組 原　成子 宇治妙楽

安居　靖子 木幡西中 莵道只川 眞野　香苗 宇治山本

吉田　多希 木幡南端 莵道中筋 ◎千光士　弘恵 宇治妙楽

和智　哲三 木幡内畑 豊谷　聖子 莵道籔里 ◎森岡　俊成 宇治妙楽

◎田野尻　恵美 木幡熊小路 中嶋　智子 五ケ庄岡本

◎中田　智明 五ケ庄西川原 西山　剛司 明星町二丁目

長谷川　庸作 五ケ庄一里塚

廣﨑　香代子 莵道車田

深江　正子 莵道荒槇

福山　治 明星町二丁目

前川　良栄 莵道車田

桝田　悦喜 五ケ庄戸ノ内

光田　喜久子 莵道丸山

◎西村　敦子 五ケ庄戸ノ内

◎山花　悦子 明星町二丁目

　※氏名の前に「◎」がついている委員は、主任児童委員です

御蔵山地区 木幡地区 東宇治地区

岡屋地区 莵道地区 宇治地区



氏名 住所 氏名 住所 氏名 住所

青野　邦年 折居台一丁目 今村　敏行 広野町大開 浅岡　貞子 広野町寺山

上原　恭子 宇治野神 大槻　薫 広野町小根尾 板澤　達夫 広野町尖山

木曽　宗統 折居台二丁目 沖　由憲 羽拍子町 伊藤　陽子 広野町宮谷

北村　賀津子 宇治下居 川口　秀晴 神明石塚 西城　哲 広野町東裏

宇治矢落 木村　惠美子 開町 末光　睦子 寺山台二丁目

久保田　洋 宇治矢落 佐竹　冨貴子 神明石塚 土肥　豊 広野町一里山

小崎　眞司 宇治野神 新宅　幸光 広野町小根尾 藤村　勉 広野町宮谷

小西　正利 折居台四丁目 鷹田　一幸 広野町丸山 松井　さとみ 大久保町上ノ山

齋藤　陽子 宇治若森 武久　信治良 神明宮東 松本　茂人 広野町宮谷

佐野　純二 宇治米阪 巽　和康 宇治野神 水嶋　眞美 広野町尖山

谷﨑　あや子 琵琶台一丁目 田中　満喜子 広野町大開 宮田　耕一 大久保町久保

田原　康男 宇治弐番 田中　保男 神明宮東 安村　真一郎 広野町一里山

永田　洋子 宇治若森 鶴田　桂子 広野町小根尾 安本　けい子 広野町寺山

藤髙　きよみ 宇治野神 中川　孝子 開町 山本　敏夫 広野町一里山

細見　博史 宇治戸ノ内 中田　純子 神明石塚 和田　雅文 広野町東裏

山田　猛 宇治米阪 中村　眞理子 広野町尖山 ◎児玉　直子 広野町尖山

吉岡　起子 琵琶台三丁目 林　静代 羽拍子町 ◎曽我　彩乃 広野町尖山

吉川　喜美子 宇治琵琶 山﨑　絹子 宇治蛇塚

◎松岡　寿美 宇治戸ノ内 山田　惠子 天神台一丁目

◎松本　篤美 宇治琵琶 横山　葉子 神明石塚

吉田　慶介 神明宮北

開町

脇田　利夫 神明宮北

◎小田　雪路 神明宮東

◎黒川　裕子 神明宮北

氏名 住所 氏名 住所 氏名 住所

秋田　幸子 大久保町旦椋 天野　惠子 伊勢田町南山 芦生　克己 宇治蔭山

東　薫 大久保町北ノ山 井口　直子 伊勢田町ウトロ 荒井　保雄 宇治蔭山

上川　加奈代 大久保町田原 稲垣　麻里子 伊勢田町名木一丁目 池田　冨士江 南陵町四丁目

江上　弘恵 大久保町旦椋 井上　正信 伊勢田町ウトロ 池本　栄子 小倉町春日森

奥村　知佳代 大久保町北ノ山 奥　三和 伊勢田町名木二丁目 上谷　典子 小倉町西山

笠原　安夫 大久保町平盛 坂本　五朗 伊勢田町浮面 大江　安子 伊勢田町北山

金光　和子 大久保町平盛 新谷　奈穂美 伊勢田町中ノ田 木下　芳美 小倉町東山

樺木　博史 大久保町北ノ山 角田　浩史 伊勢田町中山 久保田　洋子 宇治天神

河瀬　友子 広野町成田 伊勢田町若林 久保田　淑惠 小倉町東山

川渕　博子 大久保町旦椋 溝　和久 伊勢田町南山 阪田　憲子 宇治半白

岸田　広美 大久保町旦椋 山本　勅子 伊勢田町名木一丁目 佐原　光代 小倉町天王

北川　敏子 大久保町旦椋 弓指　義弘 伊勢田町井尻 中砂　弘美 小倉町西畑

北村　初美 大久保町平盛 𠮷川　るみ子 伊勢田町中山 前田　茂美 宇治半白

木下　多美子 大久保町平盛 ◎竹谷　あゆみ 伊勢田町毛語 前田　正子 伊勢田町北山

佐藤　曻 大久保町旦椋 ◎野間　里美 伊勢田町毛語 前野　敬一 南陵町三丁目

田井　孝雄 大久保町平盛 森　ひとみ 小倉町寺内

中川　訓由 大久保町旦椋 山﨑　照子 伊勢田町大谷

中西　裕彦 大久保町田原 小倉町東山

林　尚子 広野町新成田 ◎久保田　真子 小倉町久保

馬場　隆雄 大久保町南ノ口 ◎寳壁　眞澄 南陵町五丁目

福嶋　啓二 大久保町旦椋

政岡　進 大久保町旦椋

鞠川　俊彦 大久保町旦椋

南　賢三 大久保町井ノ尻

山田　敬子 大久保町北ノ山

山本　たつ子 大久保町旦椋

◎本間　久美子 大久保町旦椋

◎矢田　智子 大久保町旦椋

　※氏名の前に「◎」がついている委員は、主任児童委員です

琵琶地区 神明地区 広野地区

大久保地区 伊勢田地区 小倉地区



氏名 住所 氏名 住所 氏名 住所

飯田　清美 小倉町南堀池 青谷　啓子 小倉町南堀池 槇島町中川原

井上　常夫 小倉町堀池 岡田　久美子 小倉町南浦 石貫　眞知子 槇島町南落合

荻　宏美 小倉町南浦 桂　惠美子 伊勢田町南遊田 井内　英樹 槇島町薗場

小田　隆司 小倉町堀池 木爪　三郎 伊勢田町砂田 岩田　貴子 槇島町南落合

樹山　英生 小倉町蓮池 桑原　元子 伊勢田町北山 大嵜　綾子 槇島町落合

小谷　富雄 小倉町蓮池 小山　世次 小倉町山際 岡田　カツ 槇島町幡貫

澤　美代子 小倉町南浦 齊藤　久美子 伊勢田町砂田 奥山　豊孝 槇島町北内

柴田　敏明 小倉町西浦 佐藤　礼子 伊勢田町南遊田 北川　宏美 槇島町一ノ坪

中井　幸三郎 小倉町堀池 太寿堂　祐美 小倉町南浦 木守　功 槇島町本屋敷

平野　玄 小倉町蓮池 髙村　孝治 小倉町山際 久保　千代美 槇島町吹前

藤岡　淑子 小倉町西浦 佃　律子 伊勢田町砂田 槇島町十六

藤田　かづ江 小倉町南堀池 寺澤　耕一郎 小倉町南堀池 杉浦　加代子 槇島町一ノ坪

馬渕　伸一 小倉町蓮池 中島　政治 伊勢田町遊田 関戸　安夫 槇島町本屋敷

南川　みのり 小倉町南堀池 中山　由紀子 小倉町南堀池 田中　美智子 槇島町南落合

村田　雅世 小倉町西浦 宮武　健治 小倉町山際 田邉　悦子 槇島町本屋敷

横川　ひとみ 小倉町西浦 村上　哲三 伊勢田町遊田 中井　賢一 槇島町薗場

小倉町南浦 山本　朱美 伊勢田町砂田 長井　幸子 槇島町本屋敷

◎前田　和 小倉町蓮池 ◎古賀　典子 伊勢田町砂田 中西　千鶴 槇島町清水

◎三宅　康一 小倉町堀池 ◎安田　恭子 小倉町山際 中村　隆子 槇島町落合

西山　正一 槇島町薗場

侭　政和 小倉町新田島

森本　多賀子 槇島町一ノ坪

槇島町落合

◎丹羽　咲代 槇島町落合

◎牧野　靖伴 槇島町大幡

　※氏名の前に「◎」がついている委員は、主任児童委員です

北小倉地区 西小倉地区 槇島地区


