
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

私たちがこのまちの民生委員児童委員です。お困りのことがありましたらお気軽に 

ご相談ください。 ※私たちには守秘義務があります。ご相談内容の秘密は守ります。 

氏  名 住   所 電話 担 当 地 区 

中村 勉 千石台 7-5 525-7803 
千石台 

皇子が丘一丁目 1-30・6-6 

川端 裕敬 皇子が丘一丁目 16-9 526-0367 

皇子が丘一丁目 2～14（6-6を除く） 

15(1～12・14～17)，16(1～22)，20，21 

錦織一丁目 5(2・3) 

河原林 美代子 皇子が丘一丁目 23-26 522-9959 
皇子が丘一丁目 22～24 

錦織一丁目 18(70～75を除く)，20～26，776 

加藤 素子 錦織一丁目 3-11 510-5544 

皇子が丘一丁目 15(13・18～40) 

16(23～29)，17～19 

錦織一丁目 1～4，5(2・3を除く) 6(1～20) 

 7・8(一部)・18(75)，19(14) 

奥村 和弘 錦織一丁目 12-24 524-8464 
錦織一丁目 6(21～44)，8(一部)，9～17 

 18(70～73)，19(14を除く)，錦織町全域 

野田 淳子 錦織二丁目 9-12 524-3014 

錦織二丁目 8，9 

桜野町一丁目 15(4・5)，16，17， 

18(5・6 除く)，19(8～12) 

安澤 紘子 錦織二丁目 5-38 522-5454 錦織二丁目 1～7 

田中 京子 錦織三丁目 7-9 522-6553 錦織三丁目全域 

馬場 健二 桜野町一丁目 19-13 525-8461 

桜野町一丁目 1～3，4(51～68除く)，5～14 

15(4・5 除く)，18(5・6) 

19(13・15・19～27)，20 

服部 美津子 桜野町二丁目 21-21 523-3214 
桜野町一丁目 4(51～68) 

桜野町二丁目 5～9，17～23 

今市 三代 桜野町二丁目 11-59 525-3948 桜野町二丁目 1～3，10～16 

 

 

 

氏  名 住   所 電話 担 当 地 区 

荒井 忍 
桜野町二丁目 4-7-908号 
（パティシオン西大津） 

536-6265 桜野町二丁目 4-7 

安倍 眞知子 松山町 7-2 525-9560 松山町全域 

山元 康子 二本松 5-5 522-5478 二本松全域，柳が崎(9-1，15，17除く) 

椋田 政春 
柳が崎 9-1-613号 
（ブリリア琵琶湖大津京） 

521-1212 柳が崎 9-1，15，17 

三上 正枝 鏡が浜 8-31 523-2388 鏡が浜全域 

横山 はす子 神宮町 12-30 526-3227 神宮町全域 

中尾 径二 柳川一丁目 17-20 522-1466 柳川一丁目全域 

長友 善勝 柳川二丁目 13-7 525-2505 柳川二丁目全域 

今枝 千恵子 勧学二丁目 17-1 526-3775 勧学二丁目全域 

朝日 千鶴子 南志賀一丁目 1-11 524-5178 勧学一丁目全域，南志賀一丁目 1～5 

山極 正義 南志賀一丁目 13-35 524-9263 南志賀一丁目 6～20 

井田 久雄 南志賀二丁目 17-4 525-4169 南志賀二丁目 1～3，8・916～24 

田中 登美子 南志賀三丁目 11-8 524-4459 南志賀三丁目(25を除く) 

村田 潔 南志賀四丁目 4-17 524-8408 南志賀四丁目全域 

岩波 正博 南志賀二丁目 5-10 522-5761 

南志賀二丁目 4～7，10～12・15，三丁目 25 

高砂町 1・2・9～13，20～22 

見世一丁目 6・7 

和田 英彦 高砂町 25-6 572-7810 
南志賀二丁目 13 

高砂町 3～8，14～19，23～39 

島崎 恵美子 錦織三丁目 4-12 524-4822 
主 任 児 童 委 員 

学 区 全 域 上田 佳美 勧学一丁目 7-6 525-1366 
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滋賀学区 世帯数  7,413世帯 

人口 合計 16,768 人 

    男  8,065 人 

    女  8,703 人 

発行 滋賀市民センター（522－2180） 

滋賀学区自治連合会ホームページを開設しました！ 

HP ｱﾄﾞﾚｽ  http://www.shiga-jichiren.jp/ 

滋賀学区まちづくり構想冊子 

～誰もが住んでみたい滋賀をめざして～ 

滋賀市民センターに設置しています。ご入用の方

はご自由にお持ちください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 曜 グループ 時  間 内   容 その他（持ち物） 

2 

14 火 A グループ 
9:30～11:00 

紙粘土で雪だるまを作ろう 
☆先輩ママさんとミニ懇談会 

水筒･ハンカチ･ティ

ッシュ･親子の上靴 16 木 B グループ 

21 火 A グループ 
9:30～11:00 在園児との交流 

水筒･ハンカチ･ティ

ッシュ･親子の上靴 23 木 B グループ 

28 火 A グループ 
9:30～11:00 

ひな飾りをつくろう 

☆園長先生とミニ懇談会 

水筒･ハンカチ･ティ

ッシュ･親子の上靴 

3 

2 木 B グループ 

 7 火 A グループ 
11:30～13:00 幼稚園でお弁当を食べよう 

水筒･ハンカチ･ティシ

ュ･親子の上靴 

親子のお弁当 9 木 B グループ 

23 木 
A・Ｂ 

グループ合同 
9:30～11:00 

わくわくお別れ会 

終了カードをもらおう 

水筒･ハンカチ･ティ

ッシュ･親子の上靴 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆作業しやすい服装でお越しください。 

☆手袋・ごみ袋・火バサミは主催者で準備します。 

2 月「お雛様をつくろう」 

開催日 8 日(水)・15 日(水)・22 日(水) 

３月「手形をとろう」 

開催日 8 日(水)・22 日(水) 

＊時間はいずれも 10:00～11;30＊ 
522-2354 

幼稚園には徒歩でお越しください。滋賀

市民センターを利用される方に迷惑がか

かりますので、滋賀市民センターの駐車
場は利用しないでください。 

※申込み等詳しくは、志賀小学校配布チラシ、若しくは滋賀市民センター 

  にあるチラシをご覧ください。 
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