
地区別カレンダー№対応表（五十音順）

地区名 チクメイ ｶﾚﾝﾀﾞｰ№ 地区名 チクメイ ｶﾚﾝﾀﾞｰ№

相生 アイオイ №４ 新町 シンマチ №１６

赤坂 アカサカ №９ 新湯 シンユ №１

赤山 アカヤマ №２１ ｽｶｲﾀﾜｰ41 ｽｶｲﾀﾜｰ41 №５

朝日台 アサヒダイ №１１ 須田板 スダイタ №５

旭町 アサヒマチ №１５ 関根 セキネ №４

足ノ口 アシノクチ №８ 仙石 センゴク №７

阿弥陀地 アミダチ №４ 大門 ダイモン №５

荒町 アラマチ №１１ 高松 タカマツ №３

石崎１ イシザキ1 №２ 棚木 タナギ №１８

石崎２ イシザキ２ №２ 藤吾 トウゴ №２３

石曽根 イシゾネ №９ 長清水１ ナガシミズ１ №２３

石堂 イシドウ №１４ 長清水２ ナガシミズ２ №２３

泉川 イズミカワ №１８ 仲丁 ナカチョウ №１

糸目 イトメ №７ 中十日町 ナカトオカマチ №１

薄沢 ウスザワ №７ 中生居 ナカナマイ №１０

御井戸丁 オイドチョウ №２４ 永野 ナガノ №７

大石 オオイシ №２５ 中山 ナカヤマ №９

小倉 オグラ №１８ 楢下 ナラゲ №２１

小笹 オザサ №５ 西山 ニシヤマ №１１

柏木 カシワギ №２１ 八幡丁 ハチマンチョウ №１２

金生１ カナオイ１ №１７ 葉山 ハヤマ №３

金生２ カナオイ２ №１０ 原口 ハラグチ №５

金生３ カナオイ３ №２０ 東町 ヒガシマチ №２０

金生４ カナオイ４ №２０ 二日町１ フツカマチ１ №２

金生５ カナオイ５ №１０ 二日町２ フツカマチ２ №２

金瓶 カナカメ №２７ 古屋敷 フルヤシキ №５

金谷 カナヤ №１８ 弁天 ベンテン №２６

甲石 カブトイシ №８ 細谷 ホソヤ №４

上新丁 カミシンチョウ №１ 牧野 マギノ №５

上十日町 カミトオカマチ №１ 松山 マツヤマ №１２

上生居 カミナマイ №１０ 三上 ミカミ №４

軽井沢 カルイザワ №１１ 美咲町 ミサキチョウ №２２

川口 カワグチ №９ 皆沢 ミナザワ №４

河崎 カワサキ №３ 南町 ミナミマチ №２２

北町 キタマチ №１３ みはらしの丘 ミハラシノオカ №２５

久保川 クボカワ №５ 宮脇 ミヤノワキ №１９

久保手 クボテ №２７ 山元 ヤマモト №２６

小穴 コアナ №４ 矢来１ ヤライ №６

高野 コウヤ №７ 矢来２ ヤライ２ №１４

権現堂 ゴンゲンドウ №１８ 矢来３ ヤライ３ №１４

蔵王 ザオウ №７ 矢来４ ヤライ４ №１４

栄町 サカエマチ №１３ 湯町 ユマチ №１

沢丁 サワチョウ №１ 湯町新道 ユマチシンドウ №１

三本松 サンボンマツ №２３ 八日町１ ヨウカマチ１ №１３

下新丁 シモシンチョウ №１ 八日町２ ヨウカマチ２ №２２

下十日町 シモトオカマチ №１ 四ツ谷 ヨツヤ №２５

下生居 シモナマイ №１０ ワ 和合 ワゴウ №３

菖蒲 ショウブ №５
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