
 

 

 

平成２６年１０月５日発行 第１９号 No.２ 

「広げよう 地域に根ざした 思いやり」 

民生委員・児童委員は、常に住民の立場にたって、安心で暮らしやすい地域

社会をつくるために活動しています。子育てや高齢者の介護、健康・医療に関

することなど、生活の中で気になっていることがございましたら、お気軽にご

相談ください。 

皆さんのお住まいの地域を担当している民生委員・児童委員を紹介します。 
※任期：Ｈ25 年 12 月 1 日～Ｈ28 年 11 月 30 日（敬称略） 

※紙面の都合上、全ての担当地域名は掲載していません。詳細な地域につい
ては、社会福祉課までお問い合わせください。 

○問合せ先 高萩市役所 社会福祉課 社会福祉グループ 

      ＴＥＬ ２３－７０３０ 

No 氏名 担当地域 No 氏名 担当地域 

1 鈴木 明徳 本町 1 丁目、大和町 2 丁目の一部 31 下山田幸江 秋山下、滝の沢 

2 石 雄一郎 本町 2.3 丁目 32 棚谷美惠子 秋山中 1.2.3.4､秋山経塚､中東､中原､他

3 豊田 正子 本町 4 丁目、春日町 3 丁目 33 棚谷 哲夫 秋山上 1.2.3、北方、高田 

4 渡邉 悦夫 春日町 1.2 丁目 34 豊田 周子 駒木原、地蔵堂 

5 内藤 富子 大和町 1.2 丁目の一部 35 神山 洋治 秋山上 4.5.6、下和野 

6 滝  昌弘 大和町 1 丁目の一部、3.4 丁目 36 大武 時男 坂東塚、萩が丘団地 

7 塩   満 東本町 1.2.3 丁目 37 鈴木 千勝 台高萩、駒木原の一部、安良川梅林

8 安藤三知弘 有明町 1.2 丁目 38 柴田 一久 行人塚、石河原 

9 鈴木 教予 有明町 3 丁目の一部（旧車検場北側） 39 山川恵美子 小島団地 

10 宮田 哲郎 有明町 3 丁目の一部（旧車検場南側） 40 泉  榮一 高戸 

11 髙木惠利子 肥前町 1.2 丁目、東本町 4 丁目 41 長久保 亮 赤浜の一部 

12 伊藤 順子 高浜町 1.2 丁目 42 鈴木  優 上宿、北久保、城戸場、長原、定田

13 須田 信代 高浜町 3 丁目（市営住宅及びその東側） 43 鈴木 圀夫 下手綱の一部（上町、仲町、下町）

14 大部 和紀 高浜町 3 丁目（市営住宅の西側） 44 齋藤 孝子 下手綱（雇用促進住宅、県営住宅）

15 角田 秋夫 高浜町 3 丁目（旧加工紙アパート南側） 45 沼田 廣之 下手綱の一部 

16 沼田 俊明 安良川 1.2.3.4.5 町内、6 町内の一部 46 小島 智子 杉岡、杉内、大工町、粕内、小和田

17 佐藤 享子 安良川 6 町内の一部、7.8.9.10 町内 47 舟生 東光 川側、馬場、すどれ 

18 野崎 昇一 安良川 12.13.14 町内、6 町内の一部 48 佐藤惠美子 堀の内、畑中、前の内、二本杉、他

19 児島 征也 安良川 12 東、14 の 2.15.16.17 町内 49 大越 五月 千代田、滝の脇、豊栄、金成 

20 鈴木 正貫 安良川西うら南（ひばりヶ丘団地）他 50 滝  健一 関口、仙道坂、管の沢、石舟、上原

21 作山 正雄 安良川西うら北（神宮司、翠が岡団地）他 51 鈴木 友子 横川 

22 矢吹  勉 石滝 1.2.3.4 町内、花貫、上台 52 鈴木 幸江 下君田 

23 松浦 立子 石滝市営住宅、石滝団地 53 豊田 正明 上君田 

24 宮原 房子 島名 1.2､南町内､朝日団地､椎の木下､他 54 鈴木サカエ 若栗 

25 栗田  勲 島名上、千代町団地 55 佐川 淑子 大能 

26 渡辺 皆身 向洋台団地 56 弓野たみ子 中戸川 

27 鈴木 博泰 島名団地 主任児童委員 

28 中塩 園子 島名 5、秋山中 5.6、島名経塚、他 57 斎藤 榮治
※児童福祉に関する事項を専門的に

担当する委員です。 
29 渡辺 勇次 島名 2 北 3、本町、万代・中央町、他 58 大橋 正男

30 三國 省治 秋山南 59 大和田アヤ子
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歴史民俗資料館特別展&イベントのお知らせ 

 小林寒林特別展と楽しいイベントの開催です。ぜひ、お越しください。 

小林寒林生誕２００年記念展 無料イベント（10/11(土)､10/12(日)） 

【前半】10/11(土)～11/3(月) 

【後半】11/8(土)～11/24(月) 

安良川出身の画家 小林寒林
こばやしかんりん

（1814～

1887）の生誕 200 年を記念し、市指定

文化財を含む寒林の里帰り作品（山

水・花鳥画）等を紹介します。 

※11/4（火）～11/7（金）は展示替のため

休館。前半と後半では作品が異なります。

勾玉を作ろう！ 11 日(土) 

9：30～11：00 

資料館前 

甲冑試着コーナー

(記念撮影と写真

プレゼント) 

12 日(日) 

13：00～15：00 

文化会館会議室

ミュージアムコン

サート特別版 

（各30分・立見）

11 日(土) 

11：00・13：00 

市民体育館 

12 日(日) 

11：30・14：00 

図書館前 

(雨天)市民体育館
 

○問合せ先 高萩市歴史民俗資料館  ＴＥＬ ２３－７２２９ 入館無料 

      開館時間 9:30～17:50（土日祝日及び 11 月以降は 17:00 閉館） 

      月曜休館（祝日の場合はその翌日）※10/1～10/10 は展示替休館 

犬の登録・狂犬病予防注射の追加接種について 

 今年度まだ接種していない犬を対象に、狂犬病予防注射の接種を実施します。 

 なお、 寄りの動物病院等でも予防注射ができます。 

日  時 平成２６年１０月１９日（日）9：30～10：00 

場  所 高萩市総合福祉センター駐車場（春日町 3－10） 
 

犬の登録済みの方 犬の登録が済んでいない方 

狂犬病予防注射用はがきが郵送されます。
手数料とはがきを持参してください。 

手数料 ３，５５０円

内訳 
注射料 3,000 円

注射済票交付手数料 550 円
 

会場で登録を受け付けます。 
手数料を持参してください。 

手数料 ６，５５０円

内訳 

登録手数料 3,000 円

注射料 3,000 円

注射済票交付手数料 550 円

◆狂犬病は発症するとほぼ１００％死に至る恐ろしい感染症です。 

◆法律により、犬の飼い主には、市役所へ飼い犬の登録と、年１回の狂犬病予防

注射の接種が義務付けられています。※生後９０日を経過した全ての犬（室内犬・小型犬を含む）に適用されます。 

○問合せ先 高萩市役所 環境衛生課 環境衛生グループ  ＴＥＬ ２３－７０３１ 

シルバー人材センター会員募集について 

定年退職者などの高年齢者に臨時的・短期的な就業機会を提供しています。 

興味のある方のご入会をお待ちしていますので、お気軽にお問合せください。 

業務内容 襖・障子の張り替え、植木の剪定、草刈り、除草、施設の清掃など 

登録条件 市内に居住するおおむね６０歳以上の方など 

申込受付 随時受付。直接事務所までお越しください。（土日祝日を除く。） 

○問合せ先 高萩市シルバー人材センター（高萩市総合福祉センター内） 
      ＴＥＬ ２３－７９１１ 裏


