
受付全般・総務

←太線囲みの方は，運営本部役員です。それ以外の方は，運営役員です。岐学組内での職名です。全日教連の職名とは異なります。
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ガイド

ガイド

宮崎

和歌山　兵庫　広島

来賓対応

桑原　雅典 北川　和哉 松永　知之

傍島　賢一

山口　公雄

分科会６ 分科会７

特学

ガイド ガイド ガイド

坪田和歌子

郡上 不破 本巣北方

写真A
山内　芳人 江口　雅人

大垣

不破

ガイド

ガイド

不破 不破 不破

大垣

富山 島根

福岡

学習A 学習B 道徳 生徒指導 健康 マネジメント

關　祐久

池田　久士

分科会1 分科会２ 分科会３ 分科会４ 分科会５

不破

羽島市 安八 美濃 安八 羽島市
写真B

渡邊　光紀 吉田　友美 太田 新吾 三輪　崇 熊野　和雄

大垣 大垣 山本　拡 佐藤　匠 長沼　裕子

服部　陽一 勝野　孝 徳島 大分 栃管

野村　久和 北川　慎二 西脇　瑞貴 北倉　聡 新村 佑季子

郡上 加茂 大垣 直属　土岐 不破 不破 岐阜 ガイド ガイド ガイド ガイド

総務 接遇 香川 青森 高知　高管 長崎・千葉

加藤　美紀 山田　崇弘 花房　茂 古田　昌寛 浅井　拓也 本巣北方

高田　正弘

記録B
山口　清久 棚橋　弘子 清水　啓太 岩井　哲一 野村　英子 塚本　陽治 浅井　拓也 今津　伸也

羽島郡羽島郡 岐阜市 岐阜 郡上 可児郡市 美濃関

曽我　元洋 西脇　知史

記録A
長谷部 俊光 星野　真喜子 栗田　敦子 小森　孝二 早川　多恵 高田　敏実

加茂

村瀬　禎一 交流会アトラクション

土屋　博巳 堀　美佳 栃木 愛媛 東京　横浜　彩の国

ガイド 大垣市接遇 郡上 ガイド ガイド弁当担当

本巣北方 郡上 加茂 安八 大垣

関 不破 安八 岐阜 大垣 羽島郡

羽島市

金森　健司 熊崎　敦子

受付
熊崎　敦子 野田　香奈 澤田　理紗 加納　将太 高田　正弘 山田　恵美 木野村 敦子

大垣 不破 細井　一平 松井　達耶 丸井　耕平

羽島市 各務原 岐阜 関 本巣北方 大垣

安八

星野　健太郎

羽島市 関市

羽島市 弁当担当 MCアシスタント 接遇 写真・映像

坪田和歌子（兼） 堀　治夫　 浜田　諭美 和田　光平 小島　史子

岐阜市

写真・映像 開閉行事 記念講演

中村　陽介

受付
チーフ

小椋　徹二 上村　一貴 森井　泰博 福井　俊也 高見　幸弘 小原　康伸 若野 美加子 安八 安八 大垣 大垣 安八 関

郡上 郡上 羽島郡 美濃加茂 岐阜 不破

会場長
中島　浩 宮原　慶介 田中　一尋 田中　淳 平小瀬　恵里奈 長村　輝行 吉田　誠 森　一輝

安八 羽島市 安八 羽島市 大垣

小島　剛太 北倉　聡

可児郡市 不破 岐阜 大垣 不破 美濃

琴梅　育子 木野村　敦子 中原　克彦 熊野　和雄 早野　和彦 今井　俊

不破 岐阜 郡上 不破OB

行事，講演担当

青木　信幸 三輪　崇 高見　和央 水野　幸太 長谷部　友一 太田　貴也 土屋　博巳 北倉　聡

遊撃班 遊撃班 遊撃班 分科会担当 総合運営 運営補佐（全）

不破

役割 運営総責任者 総務事務 総務事務 女性部 女性部

不破 安八 不破 不破 大垣 関

増田 美穂子

安八

所属 事務局 事務局 事務局 安八 安八

氏名 高橋　篤 鈴木主事 羽賀事務官 琴梅　育子（兼） 坪田和歌子（兼）

大垣

おもてなし担当

弁当担当チーフ 交流会MC 休息・販売ブースチーフ 接遇・来賓対応 駐車場チーフ 山口

安八 ガイドチーフ


