
令和３年度　岩手県中学校文化連盟　役員

名　　　　　前 学　　校　　名 職　名 備考

松　葉　　　覚 盛岡市立下橋中学校 校　長

中　屋　　　豊 盛岡市立厨川中学校 校　長 （盛岡･紫波地区）

熊　谷　広　克 陸前高田市立高田第一中学校 校　長 （気仙地区）

新井野　邦　夫 遠野市立遠野西中学校 校　長 （遠野地区）

寺　澤　幸　昌 八幡平市立西根中学校 校　長 監事兼務

坂　本　　　大 紫波町立紫波第二中学校 校　長 監事兼務

鈴　木　美　成 盛岡市立大宮中学校 校　長

鹿　崎　良　宏 葛巻町立小屋瀬中学校 校　長

福　士　幸　雄 矢巾町立矢巾中学校 校　長

佐　藤　智　一 紫波町立紫波第三中学校 校　長

髙　橋　　　修 盛岡市立見前南中学校 校　長

村　田　和　代 盛岡市立河南中学校 校　長

三　浦　裕　明 盛岡市立城西中学校 校　長

石　川　　　健 盛岡市立乙部中学校 校　長

餘　目　崇　史 盛岡市立下橋中学校 教　諭

佐々木　俊　江 盛岡市立下橋中学校 指導教諭

寺　山　大　祐 盛岡市立下橋中学校 教　諭

佐　藤　久美子 盛岡市立下橋中学校 教　諭 合唱専門委員長兼務

事務局員 総合文化専門部 朴　舘　伸　顕 盛岡市立飯岡中学校 教　諭

事務局員 吹奏楽･合奏専門部 佐　香　祐　介 盛岡市立見前中学校 教　諭

事務局員 合唱専門部 佐　藤　久美子 盛岡市立下橋中学校 教　諭

事務局員 美術工芸専門部 上　野　行　知 盛岡市立北陵中学校 教　諭

事務局員 技術家庭専門部 高　藤　一　直 盛岡市立厨川中学校 教　諭

事務局員 科学専門部 佐々木　聡　也 岩手大学教育学部附属中学校 教　諭

事務局員 書道専門部 小　野　佳　子 一戸町立一戸中学校 主幹教諭

事務局員 郷土芸能専門部 赤　塚　温　子 盛岡市立乙部中学校 教　諭
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令和３年度　岩手県中学校文化連盟　評議員

№ 　名　　　前 学　校　名 職　名 備考

1 中　屋　　　豊 盛岡市立厨川中学校 校　長 副会長兼務

1 坂　本　　　大 紫波町立紫波第二中学校 校　長 監事兼務

2 寺　澤　幸　昌 八幡平市立西根中学校 校　長 監事兼務

3 沼　田　弘　二 花巻市立石鳥谷中学校 校　長

4 盛　島　　　徹 北上市立南中学校 校　長

5 鈴　木　雅　司 奥州市立胆沢中学校 校　長

6 箱　山　智　美 一関市立千厩中学校 校　長

7 熊　谷　広　克 陸前高田市立高田第一中学校 校　長 副会長兼務

8 柏　舘　秀　一 釜石市立甲子中学校 校　長

9 新井野　邦　夫 遠野市立遠野西中学校 校　長 副会長兼務

10 村　田　　　賢 宮古市立河南中学校 校　長

11 小　橋　　　敏 久慈市立長内中学校 校　長

12 工　藤　久　尚 一戸町立一戸中学校 校　長

令和３年度　岩手県中学校文化連盟　地区理事

№ 名　　　前 学　校　名 職　名 備考

1 北　川　加奈子 盛岡市立厨川中学校 教　諭 事務局長兼務

2 柿　崎　倫　史 八幡平市立西根中学校 教　諭

3 千　葉　尚　子 花巻市立湯口中学校 教　諭 事務局長兼務

4 髙　橋　　　健 北上市立南中学校 副校長

5 石　川　慶　子 奥州市立江刺南中学校 講　師

6 立　花　健　祐 一関市立千厩中学校 教　諭

7 西　條　　　淳 陸前高田市立高田第一中学校 主幹教諭 事務局長兼務

8 吉　田　　　均 釜石市立甲子中学校 副校長

9 伊　藤　光　喜 遠野市立遠野西中学校 教　諭

10 八　木　浩　司 岩泉町立岩泉中学校 副校長

11 大　西　香　織 久慈市立長内中学校 主幹教諭 事務局長兼務

12 野　崎　朱　美 一戸町立一戸中学校 教　諭 事務局長兼務

令和３年度　岩手県中学校文化連盟　地区事務局長

№ 名　　　前 学　校　名 職　名 備考

1 北　川　加奈子 盛岡市立厨川中学校 教　諭 理事兼務

2 千　葉　美　紀 八幡平市立西根中学校 副校長

3 千　葉　尚　子 花巻市立湯口中学校 教　諭 理事兼務

4 鈴　木　優　子 北上市立南中学校 教　諭

5 臼　沢　純　子 奥州市立胆沢中学校 教　諭

6 林　　　哲　也 一関市立千厩中学校 副校長

7 西　條　　　淳 陸前高田市立高田第一中学校 主幹教諭 理事兼務

8 葛　西　麻衣子 釜石市立甲子中学校 教　諭

9 小　林　一　志 遠野市立遠野西中学校 副校長

10 小野寺　浩　二 宮古市立河南中学校 主幹教諭

11 大　西　香　織 久慈市立長内中学校 主幹教諭 理事兼務

12 野　崎　朱　美 一戸町立一戸中学校 教　諭 理事兼務
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令和３年度　岩手県中学校文化連盟　専門部

№ 名　　　前 学　校　名 職　名 備考

1 部長 鈴　木　美　成 盛岡市立大宮中学校 校　長

2 委員長 朴　舘　伸　顕 盛岡市立飯岡中学校 教　諭

3 副委員長 奥　山　由　美 盛岡市立見前中学校 教　諭

4 副委員長 柴　田　良　輔 盛岡市立上田中学校 教　諭

5 部長 鹿　崎　良　宏 葛巻町立小屋瀬中学校 校　長

6 委員長 佐　香　祐　介 盛岡市立見前中学校 教　諭

7 副委員長 多　田　英　哉 滝沢市立滝沢南中学校 教　諭

8 副委員長 嶋　　　正　壽 花巻市立花巻中学校 教　諭

9 副委員長 高　橋　宏　治 岩手町立川口中学校 教　諭

10 副委員長 酒　井　大　輔 陸前高田市立高田東中学校 教　諭

11 部長 福　士　幸　雄 矢巾町立矢巾中学校 校　長

12 委員長 佐　藤　久美子 盛岡市立下橋中学校 教　諭

13 副委員長 岡　本　　　礼 盛岡市立仙北中学校 教　諭

14 副委員長 村　松　智　子 一関市立花泉中学校 教　諭

15 副委員長 山　口　浩　子 矢巾町立矢巾北中学校 教諭(再)

16 部長 佐　藤　智　一 紫波町立紫波第三中学校 校　長

17 委員長 上　野　行　知 盛岡市立北陵中学校 教　諭

18 副委員長 山　火　大　地 滝沢市立滝沢南中学校 教　諭

19 副委員長 田　村　敏　之 岩手町立沼宮内中学校 指導教諭

20 部長 髙　橋　　　修 盛岡市立見前南中学校 校　長

21 委員長 高　藤　一　直 盛岡市立厨川中学校 教　諭

22 副委員長 阿　部　浩　幸 盛岡市立河南中学校 教　諭

23 副委員長 久　慈　美　佳 盛岡市立松園中学校 教　諭

24 部長 村　田　和　代 盛岡市立河南中学校 校　長

25 委員長 佐々木　聡　也 岩手大学教育学部附属中学校 教　諭

26 副委員長 吉　田　　　保 盛岡市立見前中学校 教　諭

27 副委員長 土　佐　　　卓 盛岡市立上田中学校 教　諭

28 部長 三　浦　裕　明 盛岡市立城西中学校 校　長

29 委員長 小　野　佳　子 一戸町立一戸中学校 主幹教諭

30 副委員長 戸　田　幸　江 紫波町立紫波第二中学校 教　諭

31 副委員長 齋　藤　幸　恵 盛岡市立松園中学校 教　諭

32 部長 石　川　　　健 盛岡市立乙部中学校 校　長

33 委員長 赤　塚　温　子 盛岡市立乙部中学校 教　諭

34 副委員長 嵯　峨　理恵子 盛岡市立乙部中学校 教　諭

令和３年度　岩手県中学校文化連盟　顧問（来賓）

№ 　名　　　前

1 八重樫　　　勝

2 岡　田　安　生

3 佐々木 　壮　一

4 熊　谷　雅　英

5 小　岩　和　彦

6 高　橋　清　之

7 小野寺　昭　彦
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