
栄クラブ役員名簿 
 

 
 

( 1期～19 期） 

期 会長 第1VP 第2VP 書記 会計 C.D. 議会法規 カウンスル リージョン 

1期 長司栄子         

2期 芦原明子         

3期 河津百合         

4期 日比野明子         

5期 木村悦子 芦原明子 鍋島恵実 保篠 岸本 小崎郁子  歴史委員長・河津  

6期 鈴木和子         

7期 村田蓉子         

8期 小崎郁子         

9期 河津百合  村田蓉子 森本洋子 小川絹子 藤井幸子    

10期 芦原明子 小川絹子 鈴木和子 岡本道子 清水邦子 鈴木洋子  書記・河津  

11期 小川絹子 芦原煌子 藤井幸子 横田滋子 今枝かつ子 岩井美紀子    

12期 鈴木和子 横田滋子 溝口弘子 青木風頼 西脇博子 横地田鶴子    

13期 鍋島恵実 横地田鶴子 岡田道子 溝口弘子 村田蓉子 河津百合    

14期 溝口弘子 鈴木和子 横田滋子 成松まり子 岡田道子 西脇博子   R事務局経理·河津 

15期 横田滋子 西脇博子 青木風頼 中村みき 川村一江 成松まり子 河津百合   

16期 横地田鶴子 鍋島恵実 川村一江 岡田道子 村田蓉子 中村みき 芦原煌子   

17期 西脇博子 岡田道子 成松まり子 加藤正惠 溝口弘子 横田滋子 河津百合 編集・横地  

18期 岡田道子 川村一江 村田蓉子 渡辺千津子 横地田鶴子 加藤正惠 横田滋子  R事務局資料部長·河津 

19期 村田蓉子 芦原煌子 西脇博子 横地田鶴子 落合友紀子 西地倫子 岡田道子   



 

（20期～26期） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

( 27期～35期） 

 会長 副会長 書記 会計 CD 議会法規 H P・報告者 カウンスル リージョン 

27期 西脇博子 濵田寛子 坂本富美子 岡田道子 湯浅知子 横地田鶴子 
 書記・河津 

サービスピューロー委員長・岡田  
 

28期 濵田寛子 落合友紀子 岡田道子 加藤正惠 岩間照子 河津百合 
 書記・西脇 

会計監査委員長・横地 

 

29期 落合友紀子 湯浅知子 河津百合 岩間照子 横地田鶴子 西脇博子    

30期 河津百合 坂本富美子 西脇博子 濵田寛子 湯浅知子 加藤正惠  書記・岡田 大会/キット·落合 

31期 横地田鶴子 岡田道子 岩間照子 坂本富美子 加藤正惠 落合友紀子 
 会計·濵田、 

スピコン委員長・落合 

 

32期 濵田寛子 湯浅知子 河津百合 西脇博子 岡田道子 横地田鶴子 横地 会則・決議委員長・横地  

33期 坂本富美子 加藤正惠 濵田寛子 落合友紀子 西脇博子 河津百合 落合・岡田 
会計・横地  

会則・決議委員長・落合  

34期 湯浅知子 横地田鶴子 落合友紀子 岡田道子 西脇博子 濵田寛子 岡田・坂本 
書記・加藤  

資格認証委員長・河津  

35期 横地田鶴子 河津百合 岡田道子 加藤正惠 坂本富美子 湯浅知子 岡田・全員 編集者・濵田  大会/受付・横地 

 

 

 会長 第1VP 第2VP 書記 会計 C.D. 議会法規 カウンスル リージョン 

20期 川村一江 西脇博子 河津百合 西地倫子 成松まり子 加藤正惠 芦原煌子 歴史委員長・岡田  

21期 河津百合 落合友紀子 芦原煌子 小崎郁子 横田滋子 河村晴子 鍋島恵実  大会/デコレーション・岡田 

22期 落合友紀子 加藤正惠 岡田道子 横田滋子 横地田鶴子 村田蓉子 河津百合 資格認証委員長・横地  

23期 村田蓉子 芦原煌子 横地田鶴子 岡田道子 河津百合 湯浅知子 横田滋子 会計監査委員長・横地  

 

24期 岡田道子 
成松まり子 

坂本富美子 西脇博子 湯浅知子 濵田寛子 芦原煌子 
会計·落合  

横地田鶴子 

25期 芦原煌子 横地田鶴子 加藤正惠 濵田寛子 落合友紀子 坂本富美子 河津百合   

26期 加藤正惠 河津百合 湯浅知子 落合友紀子 西脇博子 横地田鶴子 岡田道子 歴史委員長・河津  

 

 

 

 

 



 

（36期～50期） 

 会長 副会長 書記 会計 C.D. 議会法規 HP カウンスル ITC-J 

36期 加藤正惠 西脇博子 濵田寛子 河津百合 坂本富美子 落合友紀子 岡田・横地 
サービスビューロー委員長・横地 
指名委員長・落合      

大会/登録・落合 

大会/エンターテイン・濵田 

37期 岡田道子 湯浅知子 横地田鶴子 濵田寛子 落合友紀子 西脇博子 濵田 会則・決議委員長・濵田  

38期 西脇博子 坂本富美子 加藤正惠 岡田道子 湯浅知子 河津百合 岡田 会長・横地 会計・落合 

39期 西脇博子 濵田寛子 落合友紀子 横地田鶴子 加藤正惠 岡田道子    

40期 岡田道子 落合友紀子 横地田鶴子 河津百合 湯浅知子 濱田寛子  編集委員長・落合 
会計・濱田 
会/デコレーション加藤 

41期 濵田博子 加藤正恵 岡田道子 西脇博子 河津百合 横地田鶴子  会合準備委員長・落合 会計監査・濱田 

42期          

43期          

44期          

45期          

46期          

47期          

48期          

49期          

50期          

          

          

          

          

          

 


