
１　理事 ◎ 賜　正俊 (飯田東中） ○ 高坂　徹 (伊賀良小）
金森　茂 (専務理事） 松島ゆかり
栁瀬　賢司 (常務理事） 片桐　和子

２　監事 宮澤　博文 渡邉　浩 (松川中）
安静　章雄

３　定期総会正副議長 ◎ 宮下　寿男 (飯田西中） ○ 城田　純子 (松尾小）

４　常任委員 ◎ 木下　潤児 (浜井場小) 〇 湯本　正芳 (緑ヶ丘中）
福澤　則雄 (喬木第一小） 市場　香代子 (旭ヶ丘中）
村松　亮彦 (上郷小） 斉藤　辰幸 (鼎中）
中原　秀樹 (丸山小） 高山　和夫 (高陵中）
曽我　佳伸 (追手町小） 持田　貴康 (竜東中）

５　幹事 ◎ 椚谷　　博 (龍江小) ○ 小林　晋 (豊丘中）
土井田　和広 (山本小) 三澤　潤子 (高森中）
滝沢　賢治 (富草小) 小島　正宏 (根羽学園）
会津　健市 (下久堅小) 玉置　研介 (阿智中）
牛澤　栄二 (竜丘小) 水尻　晃雄 (高森南小）

６　選挙管理委員 ◎ 小林　晋 (豊丘中） ○ 土井田　和広 (山本小)
椚谷　　博 (龍江小) 三澤　潤子 (高森中）
滝沢　賢治 (富草小) 小島　正宏 (根羽学園）
会津　健市 (下久堅小) 玉置　研介 (阿智中）
宮原　俊一 (飯田養護) 牛澤　栄二 (竜丘小)

７　正副委員長
（１） 専門部 （１）学校事務部委員会 藤升　覚 (阿智第三小） 清水　智子 (阿智中）

（２）高等学校部委員会 浅井　真也 (阿南高) 松原　均 (飯田OIDE長姫高）

（３）社会教育部委員会 久保田みどり (豊丘中） 保科　公幸 (天龍中）
（４）教育文化振興部委員会 田本　けい子 (阿南第一中） 牧内　優幸 (豊丘南小）
（５）編集部委員会 松岡　香代子 (高森北小） 馬島　高志 (伊賀良小）

（２） 教科等研究部 ○ 教科等研究推進委員会 村松　亮彦 (上郷小） 曽我　佳伸 (追手町小）
（１）国語科委員会 北沢　敦 (喬木第二小） 山田　綾子 (松川北小）
（２）社会科委員会 大池　  満 (龍江小) 伊藤　寛明 (平谷小)
（３）算数・数学科委員会 權田　敬重 (平谷小) 山﨑　恵一 (豊丘北小）
（４）理科委員会 大池　世佳 (千栄小) 田中　栄司 (天龍小)
（５）生活科委員会 野村　修治 (新野小) 加室　優 (鼎小)
（６）音楽科委員会 山﨑　啓 (竜丘小) 曽我　利恵子 (丸山小)
（７）図工・美術科委員会 五明　佳代 (豊丘北小） 海沼　峰華 (三穂小)
（８）体育・保健体育科委員会 伊藤　政子 (千代小) 山下　貴丈 (高森北小）
（９）家庭、技術・家庭科委員会 鈴木　康貴 (松川北小） 小澤　充永 (大鹿中）
（１０）外国語委員会 伊藤　美佐子 (天龍小) 牛山　真弓 (大鹿小）
（１１）総合的な学習委員会 北原　重一 (浪合小) 平澤　篤典 (下條中）
（１２）道徳委員会 塚越　智英 (高森南小） 熊谷　志保 (清内路小）
（１３）特別支援教育委員会 浅川　浩 (川路小） 市川　史織 (上村小）
（１４）特別活動委員会 宮澤　昭二 (清内路小） 下平　揮輝 (飯田西中）
（１５）人権教育委員会 山口　隆志 (下久堅小） 永井　亮 (阿智第一小）

（３） 調査研究部 （１）生徒指導委員会 宮下　寿男 (飯田西中） 酒井　剛 (緑ヶ丘中）
（２）学校図書館委員会 濵中　浩 (売木小中） 渡邉　由紀 (豊丘南小）
（３）情報・視聴覚委員会 武井　利博 (喬木中） 手塚　幸宏 (遠山中）
（４）へき地教育委員会 北原　文雄 (上村小） 小池　剛 (阿南第二中）

（５）学校保健委員会 大澤　忠史 (阿南第二中） 棚橋　秀光 (阿南第一中）

（６）食育委員会 林　　淳子 (大鹿中） 清水　義浩 (上久堅小）
（７）幼年教育委員会 奥原　成子 (阿智第二小） 齊藤　圭子 (和田小）
（８）教育会あり方検討委員会 松岡　一成 (根羽学園） 塩澤　裕二 (座光寺小）

（４） 郷土調査部 ○郷土調査部推進委員会　　　　　　◎ 渡邉　浩 (松川中） ○ 河西　多恵子 (和田小）
（１）資料委員会 小林　康彦 (下條中） 金森　晴彦 (座光寺小）
（２）地理委員会 竹内　良之 (阿智中） 飯野　雄一郎 (鼎中）
（３）地質委員会 富田　章 (山本小） 大木島　学 (和合小）
（４）歴史委員会 小林　正彦 (富草小） 宮坂　到 (千栄小)
（５）生物委員会 木下　聡 (大鹿小） 小林　直也 (新野小)
（６）気象委員会 髙本　誠二郎 (和合小） 阿部　恵二 (阿智第二小）

（７）菱田春草研究委員会 渡邉　浩 (松川中） 赤羽　洋一郎 (泰阜小）
（８）西尾実研究委員会 河西　多恵子 (和田小） 春日　直史 (喬木第一小）

（５）特別委員会 郡展・郡音検討委員会　　　　　　　◎ 牧内　優幸 (豊丘南小） ○ 田本　けい子 (阿南第一中）

山﨑　啓 (竜丘小) 權田　敬重 (平谷小)
北原　重一 (浪合小) 湯本　正芳 (緑ヶ丘中）

下伊那教育会１５０周年行事準備委員会　　　　　◎ 湯本　正芳 (緑ヶ丘中） 他　常任委員

『信濃教育』「我が教育会の取組」編集委員会　　◎ 松澤　徹 (阿智第一小） ○ 市場　香代子 (旭ヶ丘中）

令和４年度　教育会役員名簿

〈委員長〉 〈副委員長〉


