
「高齢のひとり暮らしで生活に不安」「福祉サービ
スの窓口が知りたい」「育児や子どものしつけで悩ん
でいる」など、福祉全般にわたり相談や支援を行って
います。地域の推薦を経て厚生労働大臣から委嘱され
ている無償のボランティアです。
相談内容の秘密は固く守ります。

悩みを持った方のために
生活に困っている方や身体の不自由な方、

ひとり暮らしの高齢の方などの悩み事など

の相談に応じた

り、区や関係機

関との橋渡し役

を務めたりして

います。

高齢の方のために
地域での交流活動をサポートし、孤立を

防止するためのイベントの企画・運営に携

わったり、誕生

日祝金の贈呈な

どで高齢者宅を

訪問したりして

います。

子育て中の方や子どもたちのために
児童館などで行われる行事に協力したり、

学校などの関係機関と連携して、児童とそ

の保護者、妊産

婦の方などの問

題解決のお手伝

いをしたりして

います。

四つ木地区困りごと相談 新小岩北地区のびのび測定東金町地区健康サロン

民生委員・児童委員の一斉改選が行われました（敬称略）
民生委員・児童委員について詳しく知りたい方やお住まいの地
区の委員に相談をしたい方は、福祉管理課（�5654‐8244）まで
お問い合わせください。
立石地区
加納秀一 村越康二 金子美惠子 西方賀代
倉品美奈子 澤目和子（会長） 青山やえ子 北條良子（副会長）
伊藤みどり 栁田トシ子 植原郁子 市村和幸 元山納子
梅澤留美 蓮見良美 本宮正人 倉持俊次郎（副会長）
白木伸行 栗田重和 奥山淑 浦野みど里
長岡厚子（主任児童委員） 岩﨑由美子（主任児童委員）
東立石地区
森久枝 大川加代子 菅谷喜美子 太田好一
野口幸子（会長） 萩原絹子 佐野誠一（副会長）
青木加代子 増田左文 丸山隆子 成田礼子
間瀬知佐子（主任児童委員） 小谷義行（主任児童委員）
東四つ木地区
宇田川寛恒（会長） 歌田絹子 佐藤博子（副会長）
栗田美江子 林眞知子 鈴木幸子 作田光江 高橋恒生
須藤美代子 佐藤孝良（主任児童委員） 浅岡しのぶ（主任児童委員）
四つ木地区
松本純子 中山仁美 下井守 三ツ井敏子（副会長）
根反久子 諏訪加代子 永村三津枝 滝島安子 長坂三重子（会長）
桂野節子 𠮷沼紀子 石井英三 苅谷道子 山下恭子
藤井桂子 神田祥子 石山由理（主任児童委員） 熊瀨幸枝（主任児童委員）
堀切地区
前田三知代 吉田育子 平賀由紀枝 大関秀子 桑原三枝子
高橋朝美 伊藤和枝 小村正夫 座間登代美 大伴はるよ（会長）
宮本チエ子 石黒治重（副会長） 伊藤宏文 小髙幸惠（副会長）
平賀ふなみ 齊藤久男 八木井仁（主任児童委員） 岡真由美（主任児童委員）
南綾瀬地区
岩瀨イク子 上原啓三 丸山一美 橋本治雄（副会長）
長﨑高子 栗原正男 木村良子 芦川良子 沢口昇
荒井ユキ江 山中仁 髙橋れい子（会長） 中山友子
堀内かほる 松井朋枝 相川美子（副会長）
池田仁美 鈴木克己 長澤智惠子 田村喜久雄 田邑洋子
加藤喜代 奥平啓子 小川竹夫 田代郁子 阿藤みどり（主任児童委員）
高橋ひろみ（主任児童委員）
お花茶屋地区
郡司久美子 小井土けい子 南雲達夫 増田清（会長）
遠藤隆浩 山崎陽子 鈴木惠子 白石広美 秋本陽子
後藤綾子 宇田川道子 赤松美樹 吉田麻紀（副会長）
小野ハマ 小澤惠子 田中その江 江川愛子（副会長）
加藤広子 櫻井弘美（主任児童委員）
亀有地区
磯貝五十鈴 澤田みどり 能味惠一 宮澤暁子 上原務 巷岡広子
藤井祥子 仲澤章 石井明 相澤茂（副会長） 鞠子清美
田中健夫 松原敏子（副会長） 三浦みち子 石田美千代
塩入ひとみ 南博子 武笠晃明 山田知花 佐藤正治（会長）
松坂憲一 藤原育子 藤野尚子 妹尾和美 小林光晴
佐原浩美（主任児童委員） 筒井真実（主任児童委員）
青戸地区
嘉野雅章 廣川ふじ子 田中清子 八木橋聡美
坂口慶子 福田芳枝（副会長） 鷲巣圭子 左近司孝子
渡邉俔子 濱口由美 加賀野惠理子 松井喜美江
寺田恵子（副会長） 本村祐子 成田直美 山本吉彦
小林隆猛（会長） 髙橋不二子 千野裕子 鈴木三津雄
白井和喜惠（主任児童委員） 中野恵子（主任児童委員）

新小岩北地区
嶌幸江 川合比奈子 奈良橋初枝 前田芳作 小堀いつえ（副会長）
三田浩祥 佐藤明美 須田富夫 荒井令子 岡田裕子 神長孝代
竹本利昭 福島洋子 鈴木順子 大塚みよ子 髙山英子 島村優子
白濱洋子 岩田和子 古橋美香 長谷川怜美 加賀あさ子
津村寿子（会長） 田中利幸（副会長） 鈴木陽子 一倉惠利子
廣瀬公雄 山本君子（主任児童委員） 堀米恵子（主任児童委員）
新小岩地区
中込和子（副会長） 横山正一 石川はじめ 松本浩子
井岡美津枝（副会長） 濱口智惠子 沼澤百合子 鈴木扶美子
園田ヨシイ 矢作秀夫（会長） 市川啓子 齊藤泰子 菊池順子
相澤綾子 米山美智子 宮澤賢一 細井操 千葉敏子 小野寺咲子
鈴木喜代美 木内智美（主任児童委員） 岡嶋卓也（主任児童委員）
奥戸地区
滝田節子 井口理津子 関本安彦 山内クミ子 小口加代子
清水秋久 石井玲子（副会長） 田島恵美子 長島和子（副会長）
保田一惠 鈴木文康（会長） 鈴木享子 岡部秀子 六角福子
田中誠一 鈴木正則 坂田千代子（主任児童委員） 江澤利佳（主任児童委員）
高砂地区
三浦れい子 髙橋令子（副会長） 中田政江 石井陽子
川鍋晴美 田村三枝子 南秋彦 猪股きよう子
橋本文枝（副会長） 吉川和枝 橫山高士 澤口佳子
鎌田和子（会長） 澤口勝江 櫻井喜代美 田邉博資 山嵜勇
奥嶋真弓 遠藤ふじ子 新井健之 田牧浩一郎 岩堀茶子
栗原辰司 有馬江美子 水梨美智子 田部井由美 龍野俊三
牧田智子（主任児童委員） 山本洋子（主任児童委員）
柴又地区
大石みなみ 倉田眞美 菊地早苗 佐藤弘枝 大石文江
戸室茂雄 大倉良子 馬木純二 神保万里子 宮﨑弘子
関全秀 大久保恵美 矢﨑文枝 杉浦健（会長） 伊坂克貴
臼倉理香 星野浩一（副会長） 鍋島比佐子 島伊津子 目黒達也
福岡優子 齊藤一雄（副会長） 畠山直子 下田一夫
花澤咲子（主任児童委員） 松野隆裕（主任児童委員）
新宿地区
市村静子（会長） 西澤浩子 飯田充 小田美佐 土屋博子
井筒紀子（副会長） 梅澤有貴 尾山恭子 斉藤恵子
眞鍋賢子（主任児童委員） 郡司泰子（主任児童委員）
金町地区
唯根優子（会長） 内田励子 餘吾德造 小川弘子 松田宏子 池田幸路
佐藤精武（副会長） 山内裕子 三浦靖子 日野淳夫 黒沢富子
平山恵子 石田芳江 丸岡眞由美 大越美知子 橋本彦一 松本美弥子
上原公子 松川郁子 椎名繁晶 猿渡綾子 瀬﨑敏子（副会長） 保永幸子
早樋隆 松屋京子 三井幸子 二葉透 上田知子（主任児童委員）
滝沢恒夫（主任児童委員）
東金町地区
黒井朝久（副会長） 鈴木壽夫 浅野幸継（会長） 矢部優子
塚田輝美 長谷裕美 鈴木進 原美智枝 野田節子
今田美加（主任児童委員）
水元地区
中田久（会長） 若林啓子 西谷由子 岡村惠子 若鍋壱子
山田米子 鈴木正弘 今田美昭 永島與志知 小松幹雄（副会長）
金子純子 菅谷三四子（副会長） 渡辺郁子 戸室富美代
坂元信子 長岡茂 柏葉美乃（主任児童委員）
西水元地区
橋本喜重子（副会長） 佐々木克成 村上牧夫（会長） 相澤伸一
竹内純一（副会長） 小林喜美子 古舘和明 岸浪康子 岡村明
丸山正広 土屋ミツエ 柴野正勝 服部恵子 山内元二 古屋永美
赤田太一 葛生久美恵 中島美香（主任児童委員） 渡邊浩子（主任児童委員）

民生委員・児童委員とは？

民民生生委委員員・・児児童童委委員員

【担当課】 福祉管理課
�5654‐8244

あなたの近くの身近な相談相手
5，613件平成30年度

の相談件数

区内のイベントや区からのお知
らせなどを、毎週金曜午後３時
から約10分間ライブ配信中！ 令和2年（2020年）2月25日 No.1794

（７）


