
平成２５年度財団法人広島県教育職員互助組合役員名簿 

任期：平成２５年６月１日～平成２６年５月３１日 

役員名 名  前 所 属 名 役員名 名  前 所 属 名 

理事長 下﨑  広島県教育委員会 評議員 花本 和彦 広島市立舟入小学校 

副理事長  敏治 広島県教育委員会 評議員 平岡 康生 広島市立美鈴が丘小学校 

副理事長 美越 克己 広島市立牛田中学校 評議員 奥 金実 府中町立府中小学校 

副理事長 守本 秀樹 広島県高等学校教職員組合 評議員 佐々木 浩二 県立広島大学 

常務理事 大原 重秋 広島県教育委員会 評議員 石黒 ひかり 広島県高等学校教職員組合 

理 事 畦地 博之 広島県教育委員会 評議員 國光 俊克 広島県高等学校教職員組合 

理 事  河原 富夫 県立賀茂高等学校 評議員 髙橋 幸博 広島県高等学校教職員組合 

理 事 飛田 洋悟 福山市立鷹取中学校 評議員 真辺 淳 県立廿日市特別支援学校 

理 事 沖野 稔則 廿日市市立阿品台西小学校 評議員 加藤 金彦 県立河内高等学校 

理 事 門長 雄三 広島県高等学校教職員組合 評議員 平賀 伸一 県立呉商業高等学校 

理 事 石岡 修 広島県教職員組合 評議員 上岡 慎二 県立向原高等学校 

理 事 中野 和久 広島県教職員組合 評議員 貞金 和典 広島市立井口明神小学校 

理 事 西迫 利孝 広島県教職員組合 評議員 山室 忠司 廿日市市立阿品台中学校 

理 事 頼信 直枝 広島県教職員組合 評議員 平野 克博 大竹市立小方小学校 

理 事 難波 隆宏 広島県教職員組合 評議員 林 貞行 安芸高田市立向原中学校 

理 事 上藤 美則 広島県教職員組合 評議員 梅田 司 北広島町立八重小学校 

監 事 山田 康治 広島県教育委員会 評議員 山縣 恭治 安芸太田町立戸河内小学校 

監 事 宮原 弥生 広島市立落合小学校 評議員 斎藤 弦二 尾道市立浦崎中学校 

監 事 上川 裕司 県立広島商業高等学校 評議員 藤井 彰 三原市立糸崎小学校 

監 事 本沖 靖 広島県教職員組合 評議員 沖永 貞浩 竹原市立東野小学校 

評議員  伸高 西部教育事務所 評議員 神田 明 世羅町立世羅中学校 

評議員 中川 潔 県立広島観音高等学校 評議員 中村 純子 大崎上島町立大崎上島中学校 

評議員 隠澤 浩雄 県立呉三津田高等学校 評議員 舩附 明 東広島市立入野小学校 

評議員 早川 政之 県立三原高等学校 評議員 大島 浩司 呉市立横路小学校 

評議員 黒木 巌 県立戸手高等学校 評議員 植原 繁実 江田島市立三高中学校 

評議員 唐立 慎二 県立三次青陵高等学校 評議員 澤井 寛子 海田町立海田中学校 

評議員 光友 芳文 広島市立幟町中学校 評議員 横山 寿一 坂町立坂中学校 

評議員 石井 博基 東広島市立黒瀬中学校 評議員 帯刀 幹夫 熊野町立熊野東中学校 

評議員 三浦 義之 広島市立祇園東中学校 評議員 吉川 敏信 府中町立府中中学校 

評議員 北﨑 俊司 広島市立日浦中学校 評議員 寺迫 功治 福山市立大津野小学校 

評議員 立畑 薫 広島市立段原中学校 評議員 山本 直美 府中市立府中中学校 

評議員 森 信吉 広島市立瀬野川中学校 評議員 瀧口 寿子 神石高原町立神石中学校 

評議員 河野 一則 広島市立本川小学校 評議員 上野 博巳 三次市立八次小学校 

評議員 西本 正頼 広島市立牛田小学校 評議員 早川 健二 庄原市立八幡小学校 

評議員 久松 政司 広島市立五日市東小学校 理事 16名  監事 4名  評議員 49名 

 


