
cd ブロック 氏　名 ふりがな 担当校 地区対

1 豊　住　いずみ とよすみ　いずみ 千寿常東小学校 常東

2 臼　井　智　子 うすい　ともこ 千寿桜堤中学校 常東

3 吉　村　真　帆 よしむら　まほ 千寿第八小学校 常東

4 若　色　昭　夫 わかいろ　あきお 第一中学校 第三

5 稲　垣　まゆみ いながき　まゆみ 千寿桜小学校 第三

6 宮　﨑　保　子 みやざき　やすこ 千寿小学校 第三

7 長谷川　佐　紀 はせがわ　さき 千寿本町小学校 第四

8 大　原　恵　子 おおはら　けいこ 千寿青葉中学校 第五

9 田　辺　智　紀 たなべ　とものり 千寿双葉小学校 第五

10 田　中　則　聡 たなか　のりかず 宮城小学校 江南

11 前　田　博　司 まえだ　ひろし 江南中学校 江南

12 伊　木　恒　人 いき　つねと 江北小学校 江北

13 遠　藤　滋　子 えんどう　しげこ 扇小学校 江北

14 橋　本　博　子 はしもと　ひろこ 江北桜中学校 江北

15 伊　藤　美知子 いとう　みちこ 興本小学校 興本

16 髙　橋　德　行 たかはし　のりゆき 本木小学校 興本

17 阿出川　　　忍 あでがわ　しのぶ 寺地小学校 興本

18 竹　田　春　彦 たけだ　はるひこ 第六中学校 興本

19 木　島　俊　江 きじま　としえ 扇中学校 興本

20 丸　山　昌　子 まるやま　まさこ 西新井小学校 西新井

21 石　鍋　　　浩 いしなべ　ひろし 西新井第一小学校 西新井

22 土　方　紀　昌 ひじかた　のりまさ 第五中学校 西新井

23 瀬　田　哲　宏 せた　あきひろ 関原小学校 第七

24 内　海　博　子 うつみ　ひろこ 第七中学校 第七

25 塚　本　孝　子 つかもと　たかこ 栗原小学校 西新井

26 山　本　孝　志 やまもと　たかし 梅島小学校 第十

27 鈴　木　昌　友 すずき　まさとも 梅島第二小学校 第十

28 山　下　亘　彦 やました　のぶひこ 亀田小学校 第十

29 遊　馬　正　子 ゆうま　まさこ 第九中学校 第十

30 小　畠　恵　子 こばた　けいこ 第十中学校 第十一

31 馬　場　千　世 ばば　ちよ 梅島第一小学校 第十一

32 髙　橋　佑　介 たかはし　ゆうすけ 島根小学校 第十一

33 桑　原　里　保 くわばら　りほ 足立小学校 中央南

34 三　國　美　香 みくに　みか 弥生小学校 中央南

35 多　島　三　好 たじま　みよし 第四中学校 中央南

36 櫻　田　芳　之 さくらだ　よしゆき 弘道小学校 弘道

37 佐　藤　健　二 さとう　けんじ 弘道第一小学校 弘道

38 前　島　政　章 まえじま　まさあき 第十一中学校 弘道

39 関　本　義　則 せきもと　よしのり 綾瀬小学校 綾瀬

40 伊　藤　　　徹 いとう　とおる 東加平小学校 綾瀬

41 天野倉　典　子 あまのくら　のりこ 東渕江小学校 綾瀬

42 田　島　勇希雄 たじま　ゆきお 北三谷小学校 綾瀬

43 髙　𣘺　將　郎 たかはし　まさお 東綾瀬小学校 綾瀬

44 大　串　朋　嘉 おおぐし　ともよし 東綾瀬中学校 綾瀬

45 佐　宗　良　哉 さそう　よしや 蒲原中学校 綾瀬

46 三　枝　孝　次 みえだ　たかつぐ 大谷田小学校 中川

47 早　川　邦　夫 はやかわ　くにお 長門小学校 中川

48 西　村　照　美 にしむら　てるみ 中川小学校 佐野

49 寺　島　恵美子 てらじま　えみこ 中川東小学校 佐野

50 三　橋　浩　二 みはし　こうじ 中川北小学校 佐野

51 関　　　広太郎 せき　こうたろう 第十二中学校 佐野

52 木　村　佳　代 きむら　かよ 谷中中学校 佐野

53 山　田　直　美 やまだ　なおみ 辰沼小学校 神明

54 白　井　純　子 しらい　じゅんこ 六木小学校 神明

55 菊　地　　　聡 きくち　さとし 第十三中学校 神明
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56 染　谷　高　志 そめや　たかし 青井小学校 中央

57 小　野　　　明 おの　あきら 青井中学校 中央

58 本　田　隆　志 ほんだ　たかし 栗島中学校 中央

59 杉　村　吉　紀 すぎむら　よしき 加平小学校 保塚

60 澁　谷　義　光 しぶや　よしみつ 栗島小学校 中央

61 嶋　田　健　一 しまだ　けんいち 東栗原小学校 保塚

62 鈴　木　奏　子 すずき　かなこ 平野小学校 保塚

63 米　永　　　博 よねなが　ひろし 東島根中学校 保塚

64 森　　　由　美 もり　ゆみ 花畑小学校 保塚

65 中　里　史　朗 なかざと　しろう 花保小学校 保塚

66 眞　田　敏　子 さなだ　としこ 花保中学校 保塚

67 生　井　由　美 なまい　ゆみ 花畑第一小学校 花畑

68 古　川　美奈子 ふるかわ　みなこ 花畑西小学校 花畑

69 上　田　美　根 うえだ　みね 花畑中学校 花畑

70 村　上　広太郎 むらかみ　こうたろう 花畑北中学校 花畑

71 芦　川　珠　美 あしかわ　たまみ 桜花小学校 花畑

72 武　田　伸　一 たけだ　しんいち 中島根小学校 第十一

73 芦　川　雅　良 あしかわ　まさよし 六月中学校 竹の塚

74 大　西　るり子 おおにし　るりこ 渕江小学校 竹の塚

75 髙　橋　美由紀 たかはし　みゆき 渕江第一小学校 竹の塚

76 吉　田　雅　子 よしだ　まさこ 渕江中学校 竹の塚

77 橋　本　美津江 はしもと　みつえ 西保木間小学校 竹の塚

78 小　林　理恵子 こばやし　りえこ 竹の塚中学校 竹の塚

79 吉　田　弓　子 よしだ　ゆみこ 保木間小学校 竹の塚

80 人　見　真　吾 ひとみ　しんご 竹の塚小学校 竹の塚

81 森　岡　裕　子 もりおか　ひろこ 西新井第二小学校 西新井

82 島　田　香菜子 しまだ　かなこ 西新井中学校 西新井

83 佐　藤　正　浩 さとう　まさひろ 西伊興小学校 伊興

84 佐々木　　　勝 ささき　まさる 東伊興小学校 伊興

85 村　山　　　新 むらやま　あらた 栗原北小学校 伊興

86 島　上　有　紀 しまかみ　ゆき　　 第十四中学校 伊興

87 磯　　　洋　一 いそ　よういち 伊興小学校 伊興

88 酒　井　　　廣 さかい　ひろし 伊興中学校 伊興

89 横　山　良　和 よこやま　よしかず 鹿浜五色桜小学校 鹿浜

90 原　田　　　勉 はらだ　つとむ 鹿浜第一小学校 鹿浜

91 髙　橋　　　進 たかはし　すすむ 鹿浜西小学校 鹿浜

92 渡　邉　淳　子 わたなべ　じゅんこ 北鹿浜小学校 鹿浜

93 浅　香　一　浩 あさか　かずひろ 皿沼小学校 鹿浜

94 松　崎　顕　治 まつざき　けんじ 鹿浜菜の花中学校 鹿浜

95 太　田　安　昭 おおた　やすあき 加賀中学校 鹿浜

96 倉　持　智　光 くらもち　としみつ 新田小学校 新田

97 諏　訪　法　和 すわ　のりかず 新田中学校 新田

98 塚　本　京　子 つかもと　きょうこ 舎人小学校 舎人

99 清　野　美　貴 せいの　みき 足立入谷小学校 舎人

100 前　田　典　彦 まえだ　のりひこ 古千谷小学校 舎人

101 若　山　克　彦 わかやま　かつひこ 入谷中学校 舎人

102 小田川　利　幸 おだがわ　としゆき 舎人第一小学校 舎人

103 板　越　由希子 いたごし　ゆきこ 入谷南中学校 舎人

13

8

9

10

11

12

令和４・５年度　足立区青少年委員名簿

委嘱期間　令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで


