
会計 S34 貫井 昌博

会計 S40 田原 由夫

書記 S46 大鍛治 和美

書記 S62 福味 真樹紅

総務 S39 留井 恵子

総務 S40 安積 香代子

総務 S42 杢保 正夫

総務 S50 田中 文

総務 S53 渥美 寿雄

総務 S54 野口 幸一 （兼任）

総務 S56 横幕 久治

専任理事



委員会 委員

 組織委員会 Ｓ27 升谷 博 S21 米田 玲子 S28 藤原 啓助 Ｓ30 森 延哉 S34 安橋 興二郎 S34 五十嵐 祥晃

S35 堀内 勲 S42 杢保 正夫 S49 田中 宏幸

 広報委員会 S46 大鍛治 和美 S33 石川 温子 S34 安橋 興二郎 S35 山口 髙弘 S50 田中 文 S53 渥美 寿雄

S54 野口 幸一 S56 横幕 久治 S62 福味 真樹紅 Ｈ04 長田 陽子

 IT委員会 S35 山口 髙弘 S28 藤原 啓助 S34 安橋 興二郎 S34 五十嵐 祥晃 S34 貫井 昌博 S37 吉田 康一

S39 留井 恵子 S40 安積 香代子 S46 大鍛治 和美 S52 小南 典子 S53 渥美 寿雄

S54 野口 幸一 H03 田中 由樹子

 会員名簿委員会 S33 石川 温子 S34 五十嵐 祥晃 S35 鴨下 勝子 S35 山口 髙弘 S40 安積 香代子 S49 田中 宏幸

 金蘭会文庫委員会 S56 横幕 久治 S16 岩田 和歌子 S19 木村 定 S28 藤原 啓助 S33 石川 温子 S35 鴨下 勝子

S35 堀内 勲 S40 田原 由夫 S42 杢保 正夫 S53 渥美 寿雄 Ｓ58 平松 美樹

 運営委員会 S39 留井 恵子 S34 貫井 昌博 S35 堀内 勲 S40 安積 香代子 S42 杢保 正夫 S46 大鍛治 和美

S50 田中 文 S54 野口 幸一 S56 横幕 久治 Ｓ57 永島 純一 S62 福味 真樹紅

Ｓ62 江田 和夫 H01 石出 将也 Ｈ02 藤井 浩一 Ｈ04 長田 陽子 Ｈ22 森蔭 渓

 行事委員会 S40 安積 香代子 S21 米田 玲子 S27 升谷 博 S34 貫井 昌博 S35 鴨下 勝子 S39 留井 恵子

S40 田原 由夫 S45 明賀 英樹 S50 田中 文 Ｓ58 平松 美樹 H01 石出 将也

Ｈ02 藤井 浩一 H03 田中 由樹子

 国際グリム賞委員会 Ｓ40 田原 由夫 S50 田中 文 S52 小南 典子 S54 野口 幸一 S62 福味 真樹紅

 母校支援委員会　　 Ｓ52 小南 典子 S27 升谷 博 Ｓ34 辻本 賢 S39 留井 恵子 S49 田中 宏幸 Ｓ57 永島 純一

Ｓ62 江田 和夫 H03 田中 由樹子 Ｈ04 長田 陽子 Ｈ22 森蔭 渓

委員長


