
 令和４年度 山陽小野田市青少年育成センター補導員名簿 

（任期：令和４年６月１日～令和５年５月３１日） 

【高千帆中学校区 24人】 

所  属  等 氏   名 

有帆小学校 吉岡佑貴 

高千帆小学校 中村健人 

高泊小学校 新谷知之 

高千帆中学校 古田透 

小野田高等学校 岩城嘉行 

サビエル高等学校 川田康二 

有帆小学校育友会 野村恵 

高千帆小学校育友会 松田道雄 

高泊小学校育友会 水野雅弘 

高千帆中学校育友会 田中美穂 

小野田高等学校 PTA 神原大剛 

民生児童委員 三國達夫 

民生児童委員 中村尚子 

主任児童委員 竹中幸子 

主任児童委員 細野由紀 

保護司 山代幸男 

有帆校区子ども会 城﨑乃里子 

高千帆子ども会 高木明子 

高泊校区子ども会 川口圭司 

高千帆校区女性会 縄田五月 

高泊校区女性会 小野トシ子 

有帆ふるさとづくり協議会 瀬口康道 

高千帆ふるさとづくり協議会 明山正晴 

高泊ふるさとづくり協議会 橋本要 

 



令和４年度 山陽小野田市青少年育成センター補導員名簿 

（任期：令和４年６月１日～令和５年５月３１日） 

【小野田中学校区 24 人】 

所  属  等 氏   名 

小野田小学校 村田寛和 

須恵小学校 部坂広志 

小野田中学校 藤野貴一 

小野田工業高等学校 山根知彦 

小野田工業高等学校 和田圭司 

小野田小学校育友会 小林優美 

須恵小学校育友会 西山哲也 

小野田中学校ＰＴＡ 杉野ちひろ 

小野田中学校ＰＴＡ 山田真弓 

小野田工業高校ＰＴＡ 鳥潟亮男 

民生児童委員 木村眞秀 

民生児童委員 椋木久子 

主任児童委員 竹田佳枝 

主任児童委員 森本ひとみ 

保護司 下牧俊一 

小野田校区女性会 斉藤邦子 

青少年育成協議会 西村浩之 

青少年育成協議会 大山憲一 

小野田ふるさとづくり協議会 小橋留美子 

小野田ふるさとづくり協議会 柴田律子 

須恵ふるさとづくり協議会 松永 聡 

須恵ふるさとづくり協議会 谷川雅文 

有識者 中間俊夫 

有識者 古谷日登美 



 

令和４年度 山陽小野田市青少年育成センター補導員名簿 

（任期：令和４年６月１日～令和５年５月３１日） 

【竜王中学校区 ２０人】 

所  属  等 氏   名 

赤崎小学校 楠本頌 

本山小学校 得重直也 

竜王中学校 棟久周作 

竜王中学校 法山翔 

赤崎小学校育友会 清水明宏 

赤崎小学校育友会 長谷川聡 

本山小学校育友会 中谷由美子 

竜王中学校ＰＴＡ 小西美穂 

民生児童委員 三浦文江 

民生児童委員 三上さよこ 

主任児童委員 三上愛子 

主任児童委員 野村誠 

保護司 姫路紀 

保護司 青木トシ子 

青少年育成協議会（赤崎） 長谷川久子 

青少年育成協議会（本山） 大場清春 

赤崎ふるさとづくり協議会 原田久美子 

本山ふるさとづくり協議会 世羅英機 

有識者 吉田由美子 

有識者 山田義隆 

    



 

令和４年度 山陽小野田市青少年育成センター補導員名簿 

（任期：令和４年６月１日～令和５年５月３１日） 

【厚狭中学校区 21人】 

所  属  等 氏   名 

厚狭小学校 西島幸志郎 

厚狭小学校 近乗翔太 

出合小学校 新村法悦 

厚狭中学校 吹上智幸 

厚狭中学校 井上尚樹 

厚狭高等学校 吉賀淳一朗 

厚狭小学校 PTA 原田喜美子 

厚狭小学校ＰＴＡ 今井和徳 

出合小学校ＰＴＡ 伊藤雅子 

厚狭中学校 PTA 梶山大樹 

厚狭高等学校ＰＴＡ 水本美代子 

民生児童委員 泉庄司 

民生児童委員 杉本初枝 

主任児童委員 田辺弘美 

保護司 神田大聖 

厚狭校区子ども会 小山夏紀 

出合校区子ども会 長部拓郎 

厚狭校区婦人会 三井富代 

厚狭ふるさとづくり協議会 森山喜久 

厚狭ふるさとづくり協議会 橋羽孝憲 

出合ふるさとづくり協議会 田中利生 

    



 

 

令和４年度 山陽小野田市青少年育成センター補導員名簿 

（任期：令和４年６月１日～令和５年５月３１日） 

【埴生中学校区 16人】 

所  属  等 氏   名 

埴生小学校 吉田勇太 

埴生中学校 松岡光彦 

埴生中学校 和田岳 

埴生小中学校ＰＴＡ 城友和 

埴生小中学校ＰＴＡ 比知黒智明 

民生児童委員 工藤清美 

民生児童委員 寶珠山スミ子 

主任児童委員 楳﨑八由美 

保護司 藤野正介 

青少年育成協議会 藤野千代子 

埴生ふるさとづくり協議会 諏訪本圭祐 

埴生ふるさとづくり協議会 西本哲男 

有識者 谷川百枝 

有識者 中村教子 

有識者 髙橋勝 

有識者 源島洋子 

 



 

 

令和４年度 山陽小野田市青少年育成センター補導員名簿 

（任期：令和４年６月１日～令和５年５月３１日） 

【厚陽中学校区 1６人】 

所  属  等 氏   名 

厚陽小学校 溝部良介 

厚陽中学校 長谷川浩史 

厚陽小中学校ＰＴＡ 末村美恵 

厚陽小中学校ＰＴＡ 竹谷弥生 

厚陽小中学校ＰＴＡ 福来友美 

民生児童委員 三戸安代 

民生児童委員 石谷寛視 

主任児童委員 古豊和惠 

保護司 中村博行 

厚陽校区子ども会 大和文香 

厚陽ふるさとづくり協議会 坪井照美 

厚陽ふるさとづくり協議会 松原照雄 

有識者 藤井義紀 

有識者 冨永恵美子 

有識者 屋子光男 

有識者 伊藤美智江 

 



 

 

令和４年度 山陽小野田市青少年育成センター補導員名簿 

（任期：令和４年６月１日～令和５年５月３１日） 

【専門補導員 10人】 

所 属 等 氏   名 

小野田高等学校 大道克彦 

厚狭高等学校 武田英明 

小野田工業高等学校 田丸克征 

サビエル高等学校 梅岡克典 

市教研（小学校長会） 楫間賢治 

市教研（中学校長会） 和田敏明 

学校教育課指導主事 佐野崇幸 

家庭児童相談員 川﨑祥子 

少年安全サポーター 原美昭 

小野田商業開発(株） 永田清隆 

 


