
No 氏名 担当 期 学科 クラブ 電話 学区

会　長
地域委員長

役 2 二宮　敏夫 副会長 30 福　祉 健　康 090-5865-1661 若　水
副会長

社会奉仕委員長
4 南　　清貴 行事委員長 31 園　芸 ハイキング 090-7692-4436 振　甫

5 木村　達哉 会計委員長 31 地域Ａ 天文気象 090-5631-0793 城　山

員 6 大澤　之夫 広報委員長 32 陶　芸 マジック 090-3307-1160 若　水

7 高橋   満里 総務委員長 30 環　境 郷土史 090-8470-8094 千種台

8  飯田   蓮子 総務・鯱城担当 30 陶　芸 万葉散歩 090-9920-2097 千種台

9 細川　庸子 総務・鯱城担当 33 健康Ａ 初歩からの将棋 090-1752-4196 千種台

10 古田　　昇 総務委員 31 地域Ｂ なごやか絵手紙 090-7619-4871 振　甫

11  寺澤　正春 総務委員 31 文化B 国際文化研究 090-3588-9580 若　水

12 花田　邦子 総務委員 33 音楽コ 旅　行 090-4860-4821 若　水

13 永井　静子 総務委員 33 生活A 国際文化研究 090-3424-3041 千　種

運 14  脇所　　耐 社会奉仕委員 29 生活Ｂ なごやか絵手紙 090-6582-1581 振　甫

15  田中　光子 社会奉仕委員 31 地域Ｂ グリーン 080-4210-1430 若　水

16  二宮　孝江 社会奉仕委員 32 生活Ａ 健　康 090-6095-0594 城　山

17  野田　忠雄 社会奉仕委員 32 地域Ａ なごやか絵手紙 090-8499-6438 千種台

18 中山貴代美 社会奉仕委員 32 環境 フォークソング 080-3629-7915 東　星

営 19 杉浦　秋子 社会奉仕委員 32 福祉 パソコン 090-9228-4413 振　甫

20 片山　麗子 社会奉仕委員 33 国際A 国際文化研究 080-3652-7133 振　甫

21 長江　文彦 社会奉仕委員 33 国際A 観て知る広報 090-8323-4173 千種台

22 波多野美津子 社会奉仕委員 33 国際A 水彩画 090-6467-9181 振　甫

23 福島　好明 行事委員 30 文化Ａ 健康ウォｰク 090-3564-7291 千種台

委 24 丹羽　文雄 行事委員 32 地域Ａ 旅　行 090-5618-3365 東   星

25 坂野　幸子 行事委員 32 地域Ｂ 社会研究 090-9028-0520 今　池

26 間淵とみ子 行事委員 32 健康A なごやか絵手紙 090-3855-4972 今　池

27 小林　和彦 行事委員 32 国際Ｂ 郷土史 090-8130-4419 振　甫

28 楜澤　征子 行事委員 33 健康Ａ パソコン 090-8457-2691 今　池

員 29  高木　　収 広報・ＨＰ担当 30 地域B 重要文化財 090-3483-4369 城　山

30 筒井　孝志 広報・ＨＰ担当 30 地域A 郷土史 080-3851-7533 千　種

31 大村　悦郎 広報委員 30 生活Ａ 社会研究 090-7914-0791 振　甫

32 桑原　　守 広報委員 32 地域A 写　真 090-8869-6418 今　池

33 水谷　武子 会計委員 32 福　祉 将　棋 080-5107-6787 千　種

34 山口三佐子 会計委員 33 生活A 健　康 090-1864-7178 若　水

35 松川　正信 会計監査 29 地域Ｂ 広報研究 090-7304-6121 城　山

36 清水　勝昭 会計監査 30 地域Ｂ 太極拳 090-2615-8264 今　池

2021年度　　役員・運営委員

2021年4月1日

(順不同・敬称略）

1 美　術 囲　碁 城　山

生活Ｂ 歩いて知ろう会 城　山

080-1613-8131
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査
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樫澤　一 也

 小松　憲次 32

313 090-4082-1684


