
ＰＴＡ活動入門委員会
番号 学校名／単Ｐ役職 役職 氏名

市Ｐ連　幹事 委員長 高木　守
市Ｐ連　幹事 委員長補佐 熊谷　留理子
岡田小学校　校長 助言者 武田　文夫
鎌田中学校　校長 助言者 小松　直彦
芝沢小学校　校長 助言者 上條　昌明
菅野中学校　校長 助言者 本木　善子

1 岡田小学校　会長 副委員長 福澤　昌浩 常任理事校
2 鎌田小学校　会長 副委員長 赤松　正人 常任理事校
3 芝沢小学校　会長 副委員長 近藤　秀祐 常任理事校
4 菅野中学校　会長 副委員長 田中　優禎 常任理事校
5 開智小学校　副会長 委員 福澤　崇浩
6 開智小学校　副会長 委員 田川　恵理子
7 源池小学校　副会長 委員 深澤　弘保
8 源池小学校　副会長 委員 千田　望絵
9 筑摩小学校　副会長 委員 金子　寛
10 並柳小学校　副会長 委員 蓮　達弘
11 並柳小学校　副会長 委員 吉川　友絵
12 旭町小学校　副会長 委員 宮坂　哲生
13 田川小学校　副会長 委員 西村　善行
14 田川小学校　副会長 委員 水越　香織
15 鎌田小学校　副会長 委員 田伏　勇輝
16 鎌田小学校　副会長 委員 井口　佳代子
17 開明小学校　副会長 委員 飯田　樹
18 清水小学校　副会長 委員 宮川　大輔
19 島内小学校　副会長 委員 山村　猛
20 島内小学校　副会長 委員 北原　悠莉
21 中山小学校　副会長 委員 小林　一郎
22 中山小学校　副会長 委員 植原　尚恵
23 島立小学校　副会長 委員 浅井　信行
24 山辺小学校　副会長 委員 赤羽　史章
25 山辺小学校　副会長 委員 澤渡　美紀
26 岡田小学校　副会長 委員 前川　豪一郎
27 芝沢小学校　副会長 委員 下里　剛志
28 芳川小学校　副会長 委員 石井　聡
29 寿小学校　副会長 委員 清水　健志
30 明善小学校　副会長 委員 上杉　麗
31 今井小学校　副会長 委員 梶原　光生
32 菅野小学校　副会長 委員 市川　一彦
33 菅野小学校　副会長 委員 大川　桂子
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34 菅野小学校　副会長 委員 百瀬　加奈子
35 二子小学校　副会長 委員 柳沢　昭
36 二子小学校　副会長 委員 浅川　弥生
37 二子小学校　副会長 委員 御小柴　優
38 本郷小学校　副会長 委員 木戸岡　平八郎
39 本郷小学校　副会長 委員 佐藤　千絵
40 附属小学校　副会長 委員 小畑　啓
41 四賀小学校　副会長 委員 小口　眞
42 梓川小学校　副会長 委員 塚田　珠人
43 梓川小学校　副会長 委員 小松　慎
44 清水中学校　副会長 委員 野口　直樹
45 清水中学校　副会長 委員 上條　亜由美
46 鎌田中学校　副会長 委員 百瀬　美恵
47 信明中学校　副会長 委員 山口　忍
48 信明中学校　副会長 委員 前澤　明
49 丸ノ内中学校　副会長 委員 神山　健雄
50 丸ノ内中学校　副会長 委員 金田　律子
51 旭町中学校　副会長 委員 大澤　麻由
52 松島中学校　副会長 委員 泉田　英嗣
53 松島中学校　副会長 委員 村山　寿美
54 開成中学校　副会長 委員 手塚　泰彦
55 開成中学校　副会長 委員 坂本　あゆこ
56 山辺中学校　副会長 委員 深澤　基
57 山辺中学校　副会長 委員 � 村　美枝
58 高綱中学校　副会長 委員 布施　誠
59 菅野中学校　副会長 委員 中内　正美
60 筑摩野中学校　副会長 委員 神谷　信一郎
61 明善中学校　副会長 委員 眞々部　俊樹
62 女鳥羽中学校　副会長 委員 山口　正太郎
63 鉢盛中学校　副会長 委員 百瀬　武英
64 鉢盛中学校　副会長 委員 奥原　直子
65 附属中学校　副会長 委員 飯島　優
66 附属中学校　副会長 委員 赤沼　留美子
67 会田中学校　副会長 委員 滝澤　修
68 波田中学校　副会長 委員 甕　博子
69 波田中学校　副会長 委員 山本　ミチ江
70 安曇小中学校　副会長 委員 百瀬　裕美
71 大野川小中学校　副会長 委員 山崎　隆史
72 奈川小中学校　副会長 委員 小石　由香里


