
令和２年度　青少年委員会名簿

B 役職 名前 担当校 部会

豊　住　いずみ 千寿常東小 事業部

臼　井　智　子 千寿桜堤中 研修部

吉　村　真　帆 千寿第八小 研修部

会計監事 若　色　昭　夫 第一中 広報部

稲　垣　まゆみ 千寿桜小 広報部

1ブロック長 宮　﨑　保　子 千寿小 事業部

今　井　しづ江 千寿本町小 事業部

大　原　恵　子 千寿青葉中 広報部

田　辺　智　紀 千寿双葉小 広報部

田　中　則　聡 宮城小 事業部

江南中 広報部

矢　口　悦　道 江北小 広報部

伊　木　恒　人 高野小 研修部

遠　藤　滋　子 扇小 研修部

2ブロック長 橋　本　博　子 江北桜中 事業部

伊　藤　みちこ 興本小 事業部

髙　橋　德　行 本木小 事業部

坂　本　　　守 寺地小 広報部

竹　田　春　彦 第六中 広報部

3ブロック長 木　島　俊　江 扇中 広報部

丸　山　昌　子 西新井小 事業部

石　鍋　　　浩 西新井第一小 研修部

土　方　紀　昌 第五中 研修部

副会長 川　下　勝　利 関原小

岡　田　真由美 第七中 広報部

4ブロック長 塚　本　孝　子 栗原小 事業部

山　本　孝　志 梅島小 事業部

鈴　木　昌　友 梅島第二小 広報部

山　下　亘　彦 亀田小 研修部

副会長 遊　馬　正　子 第九中

小　畠　恵　子 第十中 研修部

馬　場　千　世 梅島第一小 事業部

髙　橋　佑　介 島根小 研修部

桑　原　里　保 足立小 事業部

三　國　美　香 弥生小 広報部

会長 多　島　三　好 第四中

櫻　田　芳　之 弘道小 研修部

5ブロック長 佐　藤　健　二 弘道第一小 広報部

前　島　政　章 第十一中 広報部
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研修部長 関　本　義　則 綾瀬小 研修部

伊　藤　　　徹 東加平小 研修部

6ブロック長 天野倉　典　子 東渕江小 広報部

田　島　勇希雄 北三谷小 事業部

副会長 高　橋　將　郎 東綾瀬小

大　串　朋　嘉 東綾瀬中 広報部

佐　宗　良　哉 蒲原中 事業部

石　川　浩　司 大谷田小 広報部

早　川　邦　夫 長門小 事業部

岡　本　勝　利 中川小 広報部

金　子　　　一 中川東小 広報部

三　橋　浩　二 中川北小 研修部

関　　　広太郎 第十二中 広報部

会計 木　村　佳　代 谷中中 事業部

ブロック部長・7B長 山　田　直　美 辰沼小 研修部

白　井　純　子 六木小 事業部

菊　地　　　聡 第十三中 研修部

染　谷　高　志 青井小 広報部

小　野　　　明 青井中 研修部

本　田　隆　志 栗島中 事業部

杉　村　吉　紀 加平小 研修部

澁　谷　義　光 栗島小 事業部

8ブロック長 嶋　田　健　一 東栗原小 事業部

会計 鈴　木　奏　子 平野小 研修部

速　水　雅　彦 東島根中 広報部

森　　　由　美 花畑小 事業部

中　里　史　朗 花保小 広報部

眞　田　敏　子 花保中 研修部

9ブロック長 遠　山　辰　雄 花畑第一小 広報部

古　川　美奈子 花畑西小 研修部

上　田　美　根 花畑中 研修部

村　上　広太郎 花畑北中 事業部

副会長 芦　川　珠　美 桜花小

武　田　伸　一 中島根小 事業部

芦　川　雅　良 六月中 事業部

副会長 大　西　るり子 渕江小

髙　橋　美由紀 渕江第一小 広報部

広報部長 吉　田　雅　子 渕江中 広報部

10ブロック長 橋　本　美津江 西保木間小 研修部

会計監事 小　林　理恵子 竹の塚中 研修部

吉　田　弓　子 保木間小 広報部

人　見　真　吾 竹の塚小 研修部
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森　岡　裕　子 西新井第二小 広報部

土　岐　理　恵 西新井中 事業部

佐　藤　正　浩 西伊興小 事業部

佐々木　　　勝 東伊興小 事業部

加　藤　清　典 栗原北小 研修部

島　上　有　紀 第十四中 研修部

11ブロック長 磯　　　洋　一 伊興小 研修部

酒　井　　　廣 伊興中 広報部

横　山　良　和 鹿浜五色桜小 研修部

副会長 原　田　　　勉 鹿浜第一小

髙　橋　　　進 鹿浜西小 事業部

事業部長 渡　邉　淳　子 北鹿浜小 事業部

12ブロック長 浅　香　一　浩 皿沼小 広報部

松　崎　顕　治 鹿浜菜の花中 事業部

太　田　安　昭 加賀中 広報部

倉　持　智　光 新田小 研修部

諏　訪　法　和 新田中 広報部

塚　本　京　子 舎人小 研修部

清　野　美　貴 足立入谷小 広報部

前　田　典　彦 古千谷小 広報部

13ブロック長 丸　岡　朋　子 入谷中 研修部

小田川　利　幸 舎人第一小 研修部

寺　嶋　　　政 入谷南中 事業部
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