
地区 担  当  地  区 氏　　名

気
仙
沼
西

九条１ 小野寺　　　峻
九条２ 吉　田　弘　子
九条３ 加　藤　まり子
九条４ 菅　原　まき子
九条５ 成　田　惠　子
四反田 森　　　きえ子
田中１ 熊　谷　律　子

田中２ ー
ー

田中３ ー
田中４ ー
田中前１ 小野寺　繁　子
田中前２ 阿　部　美和子
田谷 吉　田　みさ子
本郷１ 斉　藤　康　子
本郷２ 菊　田　まき子
南郷１ 佐々木　典　子
南郷２ 小　山　ヨネミ
南郷３ 藤　原　武　寛
神山 ー

主任児童委員 菅　原　保　孝
ー

気
仙
沼
上

本町１・２ 佐々木　優　子
舘山１ 小野寺　里　香
舘山２ ー
古町１・２ 村　上　政　孝
古町３ 小野寺　幸　子
古町４ 菅　原　俊　朗
古町５ 小野寺　久　美
古町６ ー
滝の入１・２ 小　鹿　淑　子
新町１、福美町 田　口　一　之
新町２、化粧坂 熊　谷　三枝子
主任児童委員 春　日　京　子

 民生委員・児童委員を紹介します
　昨年 12 月１日の一斉改選に伴い、次の方々が民生委員・児童委員として
委嘱されましたので、お知らせします（敬称略）。
●委嘱期間 ／ 令和元年 12 月１日～令和４年 11 月 30 日（３年間）
●定数／ 183 人（委嘱者 157 人・充足率 85.8％）

地区 担  当  地  区 氏　　名

気
仙
沼
中

三日町１ 斉　藤　みゆき
三日町２ ー
沢田 新　田　登喜子
八日町１・２ 鍋　島　英　子
魚町１・２、入沢 佐　藤　　　章
魚町３、陣山 齊　藤　和　恵
太田１ 千　葉　とよみ
太田２ ー

南町、柏崎
大　井　憲　一
佐　藤　恭　子

ー
主任児童委員 吉　田　あつ子

気
仙
沼
南

港町、魚市場前、河原田 畠　山　博　子
南が丘 小　山　順　子

幸町 小　泉　里　榮
笠　沼　玲　子

内の脇 斉　藤　國　夫
安　部　ふみ子

主任児童委員 畠　山　喜代隆

鹿
折

栄町、新浜町、浜町 後　藤　淳　子

鹿折南住宅 渡　邊　耕　良
及　川　千　惠

中みなと町、西みなと町 岡　崎　光　枝
東みなと町 ー
西八幡町 ー
日の口１・２ 井　上　栄　子
両沢、西中才 村　上　俊　一
東中才１ 佐　藤　昭　治
東中才２ 東　　　　　博
東中才３ 伊　藤　千　景
東八幡 小野寺　良　一
浪板１・２ 小野寺　秀　子
大浦、小々汐 尾　形　民　子
梶ヶ浦、鶴ヶ浦 畠　山　恭　子

主任児童委員 須　田　祐　子
ー

大
島

崎浜、新王平 村　上　吉　行
要害、浅根 村　上　百合子
長崎、廻館 小野寺　惠　子
高井 小野寺　悦　子
田尻、浦の浜 菊　田　榮四郎
磯草、亀山 小　山　善　弘
大初平、外浜 ー
主任児童委員 小野寺　美　奈

　民生委員・児童委員は、地域の実情に
通じ、社会福祉の推進に熱意のある方が
厚生労働大臣から委嘱され、「身近な相
談役」として高齢者の見守りや、地域住
民の生活に関するあらゆる困りごとの相
談に応じています。
　また、関係機関・団体と連携し必要な
援助を行なうなど、地域住民の福祉向上
のため、さまざまな活動をしています。

※現時点で委員を委嘱していない地区について
は、今後、随時委嘱する予定です。

地区 担  当  地  区 氏　　名

松
岩

古谷館、後沢１ 吉　田　嘉　男
松崎五駄鱈 鈴　木　醇　憲
浦田 熊　谷　文　雄
後沢２ 畠　山　たみ子
後沢３ 伊　藤　みどり
羽田、金取、水梨 及　川　　　渉
前田、太石倉 菅　野　壽　子
石兜、杉ノ沢 鈴　木　　　艶
平貝 渡　邊　政　光
舘森 ー
赤岩五駄鱈 ー
赤岩 小野寺　英　子
老松 齋　藤　友　江
片浜、前浜 小　山　信　治
三峰 木　田　惠津子
牧沢 横　山　克　雄
牧沢２ ー

主任児童委員 小野寺　利　枝
ー

新
月

立沢、金成沢 小野寺　惠　喜
田柄１・２ ー
田柄３ 田　村　泰　二
高屋敷 軍　司　健　子

新城東 大和田　冨美枝
尾　形　和　子

和野 吉　田　まさえ
下廿一 軍　司　裕　子
上廿一 吉　田　花　美
下前木、上前木 吉　田　きく子
表松川 村　上　文　子
内松川、早稲谷 ー
上八瀬下、上八瀬上 佐　藤　信　子
塚沢、関根 ー
台、下八瀬 小野寺　れみ子

主任児童委員 小　山　妙　子
菊　地　仁　子

階
上

波路上　 佐　藤　久美子
長磯原 熊　谷　宣　子

七半沢、長磯浜 移　川　ゆり子
佐　藤　弘　道

川原 ー
森前林１ 小野寺　有　一
森前林２ 大和田　とく子
長磯高、最知高 菊　田　りつ子
主任児童委員 鮱　名　理　香

面
瀬

尾崎、赤田 岩　渕　牧　子
畠　山　さつ子

高谷 ー

鶴巻 熊　谷　惠　子
遠　藤　政　子

上沢 熊　谷　涼美枝
青葉が丘 板　垣　幸　博
下沢 梶　原　みき子
上沢１ 畠　山　祐　子

地区 担  当  地  区 氏　　名

面
瀬

上沢２ ー
上沢３ ー
千岩田東 斉　藤　仁　郎
千岩田西 管　野　勝　美

主任児童委員 藤　田　正　美
熊　谷　勝　信

唐
桑

崎浜全域 伊　東　摩　衣
松圃全域 川　村　和　子
中井全域 畠　山　　　惠
小鯖全域 小　原　美穂子
中１・２ 鈴　木　佳譽子
中２・３ 宮　内　美智代
鮪立１・２ 村　上　正　子
鮪立３・４・５ 鈴　木　喜久男
舞根全域（日向貝除く） 畠　山　泰　子
宿１ 鈴　木　妙　子
宿２・３ 鈴　木　教　一
石浜全域 梶　原　わか子
只越全域 伊　藤　美江子
舘全域 橋　本　眞樹子
大沢全域 ー

主任児童委員 千　葉　和　枝
千　葉　光　広

本
吉

小泉浜 小野寺　かづ子

小泉町 岩　渕　正　之
及　川　良　子

小泉西、小泉東 山　内　信　幸
馬籠上沢 佐　藤　　　功
馬籠、馬籠町 千　葉　正　人
漆原、松ヶ沢 芳　賀　久美子
猪の鼻、表山田 泉　田　ナオミ
津谷下町 榧　木　潤　子
津谷街、津谷仲町、津谷上町 佐　藤　惠　子
津谷舘岡 菅　原　篤　子
登米沢 佐　藤　　　工
風越 長谷川　良　子
津谷大沢、林の沢 木　村　久美子
狼の巣、坊の倉 米　倉　英　子
下川内 千　葉　新　一
上川内 三　浦　典　子
高１・２ 遠　藤　多栄子
大谷前浜、天ヶ沢 三　浦　敦　子
山谷 佐　藤　光　子
日門 佐　藤　郁　子
三島、大谷南 米　倉　光　子
大谷東 鳳　京　廣太郎
大谷西 佐　藤　保　子
寺谷 菊　田　光　江
中郷 岩　槻　光　子
上郷南、上郷北 平　塚　兼　伸

主任児童委員 千　葉　ふみ子
三　浦　三枝子

■問い合わせ先／市社会福祉課 社会福祉係
 ☎  22-3428

広報

2020. 1. 111

地区 担  当  地  区 氏　　名

気
仙
沼
西

九条１ 小野寺　　　峻
九条２ 吉　田　弘　子
九条３ 加　藤　まり子
九条４ 菅　原　まき子
九条５ 成　田　惠　子
四反田 森　　　きえ子
田中１ 熊　谷　律　子

田中２ ー
ー

田中３ ー
田中４ ー
田中前１ 小野寺　繁　子
田中前２ 阿　部　美和子
田谷 吉　田　みさ子
本郷１ 斉　藤　康　子
本郷２ 菊　田　まき子
南郷１ 佐々木　典　子
南郷２ 小　山　ヨネミ
南郷３ 藤　原　武　寛
神山 ー

主任児童委員 菅　原　保　孝
ー

気
仙
沼
上

本町１・２ 佐々木　優　子
舘山１ 小野寺　里　香
舘山２ ー
古町１・２ 村　上　政　孝
古町３ 小野寺　幸　子
古町４ 菅　原　俊　朗
古町５ 小野寺　久　美
古町６ ー
滝の入１・２ 小　鹿　淑　子
新町１、福美町 田　口　一　之
新町２、化粧坂 熊　谷　三枝子
主任児童委員 春　日　京　子

 民生委員・児童委員を紹介します
　昨年 12 月１日の一斉改選に伴い、次の方々が民生委員・児童委員として
委嘱されましたので、お知らせします（敬称略）。
●委嘱期間 ／ 令和元年 12 月１日～令和４年 11 月 30 日（３年間）
●定数／ 183 人（委嘱者 157 人・充足率 85.8％）

地区 担  当  地  区 氏　　名

気
仙
沼
中

三日町１ 斉　藤　みゆき
三日町２ ー
沢田 新　田　登喜子
八日町１・２ 鍋　島　英　子
魚町１・２、入沢 佐　藤　　　章
魚町３、陣山 齊　藤　和　恵
太田１ 千　葉　とよみ
太田２ ー

南町、柏崎
大　井　憲　一
佐　藤　恭　子

ー
主任児童委員 吉　田　あつ子

気
仙
沼
南

港町、魚市場前、河原田 畠　山　博　子
南が丘 小　山　順　子

幸町 小　泉　里　榮
笠　沼　玲　子

内の脇 斉　藤　國　夫
安　部　ふみ子

主任児童委員 畠　山　喜代隆

鹿
折

栄町、新浜町、浜町 後　藤　淳　子

鹿折南住宅 渡　邊　耕　良
及　川　千　惠

中みなと町、西みなと町 岡　崎　光　枝
東みなと町 ー
西八幡町 ー
日の口１・２ 井　上　栄　子
両沢、西中才 村　上　俊　一
東中才１ 佐　藤　昭　治
東中才２ 東　　　　　博
東中才３ 伊　藤　千　景
東八幡 小野寺　良　一
浪板１・２ 小野寺　秀　子
大浦、小々汐 尾　形　民　子
梶ヶ浦、鶴ヶ浦 畠　山　恭　子

主任児童委員 須　田　祐　子
ー

大
島

崎浜、新王平 村　上　吉　行
要害、浅根 村　上　百合子
長崎、廻館 小野寺　惠　子
高井 小野寺　悦　子
田尻、浦の浜 菊　田　榮四郎
磯草、亀山 小　山　善　弘
大初平、外浜 ー
主任児童委員 小野寺　美　奈

　民生委員・児童委員は、地域の実情に
通じ、社会福祉の推進に熱意のある方が
厚生労働大臣から委嘱され、「身近な相
談役」として高齢者の見守りや、地域住
民の生活に関するあらゆる困りごとの相
談に応じています。
　また、関係機関・団体と連携し必要な
援助を行なうなど、地域住民の福祉向上
のため、さまざまな活動をしています。

※現時点で委員を委嘱していない地区について
は、今後、随時委嘱する予定です。

地区 担  当  地  区 氏　　名

松
岩

古谷館、後沢１ 吉　田　嘉　男
松崎五駄鱈 鈴　木　醇　憲
浦田 熊　谷　文　雄
後沢２ 畠　山　たみ子
後沢３ 伊　藤　みどり
羽田、金取、水梨 及　川　　　渉
前田、太石倉 菅　野　壽　子
石兜、杉ノ沢 鈴　木　　　艶
平貝 渡　邊　政　光
舘森 ー
赤岩五駄鱈 ー
赤岩 小野寺　英　子
老松 齋　藤　友　江
片浜、前浜 小　山　信　治
三峰 木　田　惠津子
牧沢 横　山　克　雄
牧沢２ ー

主任児童委員 小野寺　利　枝
ー

新
月

立沢、金成沢 小野寺　惠　喜
田柄１・２ ー
田柄３ 田　村　泰　二
高屋敷 軍　司　健　子

新城東 大和田　冨美枝
尾　形　和　子

和野 吉　田　まさえ
下廿一 軍　司　裕　子
上廿一 吉　田　花　美
下前木、上前木 吉　田　きく子
表松川 村　上　文　子
内松川、早稲谷 ー
上八瀬下、上八瀬上 佐　藤　信　子
塚沢、関根 ー
台、下八瀬 小野寺　れみ子

主任児童委員 小　山　妙　子
菊　地　仁　子

階
上

波路上　 佐　藤　久美子
長磯原 熊　谷　宣　子

七半沢、長磯浜 移　川　ゆり子
佐　藤　弘　道

川原 ー
森前林１ 小野寺　有　一
森前林２ 大和田　とく子
長磯高、最知高 菊　田　りつ子
主任児童委員 鮱　名　理　香

面
瀬

尾崎、赤田 岩　渕　牧　子
畠　山　さつ子

高谷 ー

鶴巻 熊　谷　惠　子
遠　藤　政　子

上沢 熊　谷　涼美枝
青葉が丘 板　垣　幸　博
下沢 梶　原　みき子
上沢１ 畠　山　祐　子

地区 担  当  地  区 氏　　名

面
瀬

上沢２ ー
上沢３ ー
千岩田東 斉　藤　仁　郎
千岩田西 管　野　勝　美

主任児童委員 藤　田　正　美
熊　谷　勝　信

唐
桑

崎浜全域 伊　東　摩　衣
松圃全域 川　村　和　子
中井全域 畠　山　　　惠
小鯖全域 小　原　美穂子
中１・２ 鈴　木　佳譽子
中２・３ 宮　内　美智代
鮪立１・２ 村　上　正　子
鮪立３・４・５ 鈴　木　喜久男
舞根全域（日向貝除く） 畠　山　泰　子
宿１ 鈴　木　妙　子
宿２・３ 鈴　木　教　一
石浜全域 梶　原　わか子
只越全域 伊　藤　美江子
舘全域 橋　本　眞樹子
大沢全域 ー

主任児童委員 千　葉　和　枝
千　葉　光　広

本
吉

小泉浜 小野寺　かづ子

小泉町 岩　渕　正　之
及　川　良　子

小泉西、小泉東 山　内　信　幸
馬籠上沢 佐　藤　　　功
馬籠、馬籠町 千　葉　正　人
漆原、松ヶ沢 芳　賀　久美子
猪の鼻、表山田 泉　田　ナオミ
津谷下町 榧　木　潤　子
津谷街、津谷仲町、津谷上町 佐　藤　惠　子
津谷舘岡 菅　原　篤　子
登米沢 佐　藤　　　工
風越 長谷川　良　子
津谷大沢、林の沢 木　村　久美子
狼の巣、坊の倉 米　倉　英　子
下川内 千　葉　新　一
上川内 三　浦　典　子
高１・２ 遠　藤　多栄子
大谷前浜、天ヶ沢 三　浦　敦　子
山谷 佐　藤　光　子
日門 佐　藤　郁　子
三島、大谷南 米　倉　光　子
大谷東 鳳　京　廣太郎
大谷西 佐　藤　保　子
寺谷 菊　田　光　江
中郷 岩　槻　光　子
上郷南、上郷北 平　塚　兼　伸

主任児童委員 千　葉　ふみ子
三　浦　三枝子

■問い合わせ先／市社会福祉課 社会福祉係
 ☎  22-3428
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地区 担  当  地  区 氏　　名

気
仙
沼
西

九条１ 小野寺　　　峻
九条２ 吉　田　弘　子
九条３ 加　藤　まり子
九条４ 菅　原　まき子
九条５ 成　田　惠　子
四反田 森　　　きえ子
田中１ 熊　谷　律　子

田中２ ー
ー

田中３ ー
田中４ ー
田中前１ 小野寺　繁　子
田中前２ 阿　部　美和子
田谷 吉　田　みさ子
本郷１ 斉　藤　康　子
本郷２ 菊　田　まき子
南郷１ 佐々木　典　子
南郷２ 小　山　ヨネミ
南郷３ 藤　原　武　寛
神山 ー

主任児童委員 菅　原　保　孝
ー

気
仙
沼
上

本町１・２ 佐々木　優　子
舘山１ 小野寺　里　香
舘山２ ー
古町１・２ 村　上　政　孝
古町３ 小野寺　幸　子
古町４ 菅　原　俊　朗
古町５ 小野寺　久　美
古町６ ー
滝の入１・２ 小　鹿　淑　子
新町１、福美町 田　口　一　之
新町２、化粧坂 熊　谷　三枝子
主任児童委員 春　日　京　子

 民生委員・児童委員を紹介します
　昨年 12 月１日の一斉改選に伴い、次の方々が民生委員・児童委員として
委嘱されましたので、お知らせします（敬称略）。
●委嘱期間 ／ 令和元年 12 月１日～令和４年 11 月 30 日（３年間）
●定数／ 183 人（委嘱者 157 人・充足率 85.8％）

地区 担  当  地  区 氏　　名

気
仙
沼
中

三日町１ 斉　藤　みゆき
三日町２ ー
沢田 新　田　登喜子
八日町１・２ 鍋　島　英　子
魚町１・２、入沢 佐　藤　　　章
魚町３、陣山 齊　藤　和　恵
太田１ 千　葉　とよみ
太田２ ー

南町、柏崎
大　井　憲　一
佐　藤　恭　子

ー
主任児童委員 吉　田　あつ子

気
仙
沼
南

港町、魚市場前、河原田 畠　山　博　子
南が丘 小　山　順　子

幸町 小　泉　里　榮
笠　沼　玲　子

内の脇 斉　藤　國　夫
安　部　ふみ子

主任児童委員 畠　山　喜代隆

鹿
折

栄町、新浜町、浜町 後　藤　淳　子

鹿折南住宅 渡　邊　耕　良
及　川　千　惠

中みなと町、西みなと町 岡　崎　光　枝
東みなと町 ー
西八幡町 ー
日の口１・２ 井　上　栄　子
両沢、西中才 村　上　俊　一
東中才１ 佐　藤　昭　治
東中才２ 東　　　　　博
東中才３ 伊　藤　千　景
東八幡 小野寺　良　一
浪板１・２ 小野寺　秀　子
大浦、小々汐 尾　形　民　子
梶ヶ浦、鶴ヶ浦 畠　山　恭　子

主任児童委員 須　田　祐　子
ー

大
島

崎浜、新王平 村　上　吉　行
要害、浅根 村　上　百合子
長崎、廻館 小野寺　惠　子
高井 小野寺　悦　子
田尻、浦の浜 菊　田　榮四郎
磯草、亀山 小　山　善　弘
大初平、外浜 ー
主任児童委員 小野寺　美　奈

　民生委員・児童委員は、地域の実情に
通じ、社会福祉の推進に熱意のある方が
厚生労働大臣から委嘱され、「身近な相
談役」として高齢者の見守りや、地域住
民の生活に関するあらゆる困りごとの相
談に応じています。
　また、関係機関・団体と連携し必要な
援助を行なうなど、地域住民の福祉向上
のため、さまざまな活動をしています。

※現時点で委員を委嘱していない地区について
は、今後、随時委嘱する予定です。

地区 担  当  地  区 氏　　名

松
岩

古谷館、後沢１ 吉　田　嘉　男
松崎五駄鱈 鈴　木　醇　憲
浦田 熊　谷　文　雄
後沢２ 畠　山　たみ子
後沢３ 伊　藤　みどり
羽田、金取、水梨 及　川　　　渉
前田、太石倉 菅　野　壽　子
石兜、杉ノ沢 鈴　木　　　艶
平貝 渡　邊　政　光
舘森 ー
赤岩五駄鱈 ー
赤岩 小野寺　英　子
老松 齋　藤　友　江
片浜、前浜 小　山　信　治
三峰 木　田　惠津子
牧沢 横　山　克　雄
牧沢２ ー

主任児童委員 小野寺　利　枝
ー

新
月

立沢、金成沢 小野寺　惠　喜
田柄１・２ ー
田柄３ 田　村　泰　二
高屋敷 軍　司　健　子

新城東 大和田　冨美枝
尾　形　和　子

和野 吉　田　まさえ
下廿一 軍　司　裕　子
上廿一 吉　田　花　美
下前木、上前木 吉　田　きく子
表松川 村　上　文　子
内松川、早稲谷 ー
上八瀬下、上八瀬上 佐　藤　信　子
塚沢、関根 ー
台、下八瀬 小野寺　れみ子

主任児童委員 小　山　妙　子
菊　地　仁　子

階
上

波路上　 佐　藤　久美子
長磯原 熊　谷　宣　子

七半沢、長磯浜 移　川　ゆり子
佐　藤　弘　道

川原 ー
森前林１ 小野寺　有　一
森前林２ 大和田　とく子
長磯高、最知高 菊　田　りつ子
主任児童委員 鮱　名　理　香

面
瀬

尾崎、赤田 岩　渕　牧　子
畠　山　さつ子

高谷 ー

鶴巻 熊　谷　惠　子
遠　藤　政　子

上沢 熊　谷　涼美枝
青葉が丘 板　垣　幸　博
下沢 梶　原　みき子
上沢１ 畠　山　祐　子

地区 担  当  地  区 氏　　名

面
瀬

上沢２ ー
上沢３ ー
千岩田東 斉　藤　仁　郎
千岩田西 管　野　勝　美

主任児童委員 藤　田　正　美
熊　谷　勝　信

唐
桑

崎浜全域 伊　東　摩　衣
松圃全域 川　村　和　子
中井全域 畠　山　　　惠
小鯖全域 小　原　美穂子
中１・２ 鈴　木　佳譽子
中２・３ 宮　内　美智代
鮪立１・２ 村　上　正　子
鮪立３・４・５ 鈴　木　喜久男
舞根全域（日向貝除く） 畠　山　泰　子
宿１ 鈴　木　妙　子
宿２・３ 鈴　木　教　一
石浜全域 梶　原　わか子
只越全域 伊　藤　美江子
舘全域 橋　本　眞樹子
大沢全域 ー

主任児童委員 千　葉　和　枝
千　葉　光　広

本
吉

小泉浜 小野寺　かづ子

小泉町 岩　渕　正　之
及　川　良　子

小泉西、小泉東 山　内　信　幸
馬籠上沢 佐　藤　　　功
馬籠、馬籠町 千　葉　正　人
漆原、松ヶ沢 芳　賀　久美子
猪の鼻、表山田 泉　田　ナオミ
津谷下町 榧　木　潤　子
津谷街、津谷仲町、津谷上町 佐　藤　惠　子
津谷舘岡 菅　原　篤　子
登米沢 佐　藤　　　工
風越 長谷川　良　子
津谷大沢、林の沢 木　村　久美子
狼の巣、坊の倉 米　倉　英　子
下川内 千　葉　新　一
上川内 三　浦　典　子
高１・２ 遠　藤　多栄子
大谷前浜、天ヶ沢 三　浦　敦　子
山谷 佐　藤　光　子
日門 佐　藤　郁　子
三島、大谷南 米　倉　光　子
大谷東 鳳　京　廣太郎
大谷西 佐　藤　保　子
寺谷 菊　田　光　江
中郷 岩　槻　光　子
上郷南、上郷北 平　塚　兼　伸

主任児童委員 千　葉　ふみ子
三　浦　三枝子

■問い合わせ先／市社会福祉課 社会福祉係
 ☎  22-3428
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