
H29. ２.26 日 号砲

地　区 委　員　の　氏　名
総 社 河合 章博（駅前一丁目）、三原 裕子、松森 壽（以上、中央二丁目）、春口 昌代（中央四丁目）、江尻 

可一（総社一丁目）、祢屋 倫子、難波 成子、倉田 計志、深見 真由美、加藤 隆三（以上、総社二丁
目）、渡邉 和子（総社三丁目）、國府 美津子、大賀 敏子、上野 清巳、小野 公子（以上、総社）、池
上 一枝、池上 美枝子、池内 潤二、（以上、井手）、矢吹 紘一、平松 昭、八木 陽、平松 桂子（以上、
福井）、岡本 勲、大平 允昭、松藤 早苗（以上、泉）、窪津 良治、窪津 富　代、小西 悠右（以上、小寺）、
樋口 久子、高橋 紀美子、森𦚰 孝子、森本 好昭（以上、門田）、大月 昌子、佐野 幹夫、福岡 すま子、
間野 喜代美、今川 いづみ（以上、井尻野）

常 盤 七村 康之、守屋 かおり（以上、中央一丁目）、池上 伯郎、横田 由之（以上、溝口）、太田 一志、藤
村 民子、加百 靖典、川井 富佐夫、髙杉 光恵、𠮷原 和子、小原 香代（以上、真壁）、北谷 安芳、横
田 久子、小田 三治、東川 由継、瀬尾 英子（以上、中原）、内藤 晃、宮本 房子、河田 八千代、（以上、
三輪）

三 須 礒田 洋子、大村 稔、岡 純子（以上、三須）、守安 由紀子、小山 敏子（以上、上林）、 　山 紀雄、千
田 礼子（以上、下林）、守谷 正子（赤浜）

服 部 光畑 嘉代子、小林 文子（以上、長良）、高木 宏幸（窪木）、難波 美昭、難波 香織（以上、北溝手）、
下妻 政直（南溝手）、小川 忠信（金井戸）

阿 曽 文屋 秀雄、笹野 由美子（以上、東阿曽）、林 峰代、近藤 直人、林 多賀子、林 和児（以上、西阿曽）、
板谷 信昭（奥坂）、山田 栄子（久米）、米山 泰明（黒尾）

池 田 冨田 保弘、鷲見 隆（以上、見延）、吉本 良雄、在間 洋則、平田 美穗子、中村 恵子（以上、槙谷）、
𡈽家 美佐枝（宍粟）

秦 河原 利則（福谷）、赤木 幹男、河合 勲、薮井 康博、小西 千代志、服部 ひとみ、角田 ヒロミ（以上、秦）
神 在 難波 眞理子（上原）、下山 咲知子、岩城 磨由美、吉原 由紀（以上、富原）、小野 隆広、南 順子（以上、

八代）、川田 一馬（下原）
久 代・山 田 小林 弘典、樋口 孝弘、神嶋 美由紀、井上 トヨ子、山本 祥子、荒木 宣子、森山 伸一、永田 久美子（以

上、久代）、金澤 耕史、月本 和子、黒瀬 晴美（以上、山田）
新 本 神﨑 敏光、貝原 健一、綾野 福夫、長田 啓子、中山 耕史、田中 弘子、若山 真由美（以上、新本）
日 美 安田 聖子、髙上 安志、樋口 長郎、中田 佳代（以上、美袋）、浅沼 弘、中倉 知惠美、中村 弘子（以上、

日羽）
水 内 森峰 和彦、川端 郁子、山本 美雪（以上、原）、太田 敬子、山戸 ひとみ（以上、影）、田中 百合子（中尾）
下 倉 堀 公典、中山 克己、小野 秀孝、安本 美喜男、池上 千恵子（以上、下倉）
富 山 赤木 伸子（種井）、大⻆ 眞理子（宇山）、井田 智江、井上 憲司（以上、槁）
山 手 久保 和子、守安 美智子、劒持 江利奈（以上、西郡）、友野 勝義（地頭片山）、北村 猛、友野 玲子（以

上、岡谷）、小林 和惠（西坂台）、渡邉 薫、光森 貞子（以上、宿）
清 音 近藤 始（清音黒田）、安信 健太郎、浅野間 孝子（以上、清音上中島）、三好 美智子、杉尾 秀明、赤

澤 多美子、福光 節子（以上、清音柿木）、三皷 淳子、江口 豊子、小野 耕作（以上、清音軽部）、松
島 美惠子、室山 信子（以上、清音三因）

　民生委員児童委員及び主任児童委員 162 人が、厚生労働大臣から 12月１日に委嘱されました。任期は平
成 31年 11月 30日までです。
　民生委員児童委員は、日常生活で困っている人の相談に応じ、社会福祉事務所などと連携をとりながら、
皆さんの福祉の増進に努めます。
　また、主任児童委員は児童福祉を専門に担当し、地区の民生委員児童委員や学校などと協力し、児童の健
全育成に努めます。
　問い合わせ　福祉課福祉総務係　（☎92 8264）

■民生委員児童委員と主任児童委員の一覧（敬称略。色つきの人は主任児童委員）

民生委員児童委員・主任児童委員の委嘱
福祉の増進と児童の健全育成のために

★担当区域は、委員の住所と異なる場合があります
★主任児童委員は、該当の地区全体を担当します
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◆ランネットホームページ
　http://runnet.jp/ から申し込む。会員登録（無料）と別途
エントリー手数料が必要。
◆そうじゃ吉備路マラソン公認ファンサイト
　http://www.nanairo-gumi.jp/kibiji-marathon/ から申し
込む。別途手数料が必要。
※郵便での受け付けは 12 月末で締め切りました

さあ、
吉備路を
走ろう
申込期限

１月13日㈮  ※インターネットでのみ受け付け
　申し込み状況は、市ホームページ、そうじゃ吉備路マラ
ソン公式フェイスブックでお知らせしています。

種目・スタート時間
■フルマラソン　　（午前９時 20 分）
■ハーフマラソン　（午前９時 20 分）
■ 10km　　　　　 （午前９時）
■  ５km　　　　　 （午前 10 時 30 分）
■  ３km　　　　　 （午前   ９時 50 分）
■ファミリーマラソン 1.5km（午前 11 時 20 分）
■ファミリーマラソン 800m（午後   ０時  ５分）

　会場には、豚汁やコーヒー、甘酒の無料サービスがある
ほか、「ひるぜん焼きそば」、「津山ホルモンうどん」、「たま
の温玉めし」、「日生カキオコ」など、岡山県を代表するご
当地グルメや地元協力団体が出店します。

ご当地グルメが出店

申込方法

問い合わせ　そうじゃ吉備路マラソン実行委員会事務局（☎92 8375、そうじゃ吉備路マラソン推進室内）

市民一丸となった
手作りのおもてなし
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