
公益社団法人 酒田青年会議所 ２０１４年度 組織図

会員数１２３名 ○理事２７名（内◎常任理事１２名） ※監事３名

総会

理事会

常任理事会

国際青年会議所
公益社団法人 日本青年会議所

公益社団法人 日本青年会議所 東北地区協議会
公益社団法人 日本青年会議所 東北地区 山形ブロック協議会

理事長
◎櫛引柳一

監事
※池田輝
※伊藤博一
※阿部健太郎

直前理事長 赤谷一典
顧問 小野寺正人

専務理事
◎阿部喜明

副理事長
◎菊池武彦

副理事長
◎福島英之

副理事長
◎佐藤市郎

副理事長
◎石垣秀勝

事務局長
◎齊藤剛士

総務局長
◎久木原満

酒田の活氣と笑顔創造室
室長 ◎阿曽義剛

いのち輝く歩み伝承室
室長 ◎兒玉高幸

人類防衛室
室長 ◎若村光司

港・世界発信室
室長 ◎富樫義紀

☆総務・広報委員会
委員長 ○佐藤愛 副委員長 佐々木力
運営幹事 徳田佳奈 運営幹事 前田光
井畑淳一 梅津敬輔 加藤裕介 佐藤岳
佐藤優 畠山圭

☆事務局
会務理事 ○矢野泰規 会務理事 ○楠瀬大輔
会務理事 ○堺正行 会計理事 ○五十嵐道弘
会務ｾｸﾚﾀﾘｰ 設楽稔 会務ｾｸﾚﾀﾘｰ 柴田大輔
小林慈明 高橋了 三浦純一

☆会員資質向上委員会
委員長 ○加藤成 副委員長 青塚大輔
運営幹事 奥山翼 運営幹事 木村貴幸
佐藤典子 白畑一隆 高橋克行 三浦正志
矢野あかね 山木泰輔

☆差し響け すっごい山鉾委員会
委員長 ○佐藤弘典 副委員長 佐藤浩和
運営幹事 内海和明 運営幹事 庄司健
運営幹事 塚形智志 会計幹事 阿部浩
阿部力 佐藤篤 佐藤和明

☆酒田まつり威信委員会
委員長 ○大和田基継 副委員長 茂木寛和
会計幹事 岡部覚 運営幹事 佐藤弘樹
運営幹事 長南友樹 遠田勝久 柏倉聡
佐藤淳平 菅原春樹 宮島大輔

☆歴史浪漫伝承委員会
委員長 ○佐々木亮 副委員長 岡部元樹
運営幹事 渋谷功 運営幹事 和嶋勘一朗
阿部知行 石川権 佐藤浩 野口優
堀晃子

☆すくすく育て青竹委員会
委員長 ○佐藤光輔 副委員長 茜谷功造
運営幹事 齋藤美穂 運営幹事 高橋浩
今井知浩 加藤高正 高橋俊次 田中雄人
田村貴司 村上哲也

☆防災都市酒田実現委員会
委員長 ○大矢貴幸 副委員長 佐藤江理子
運営幹事 日下部諭紀 運営幹事 堤尚史
井上直香 川島実 宗雄大 高橋弘一
松田秀貴 宮田恒仁

☆人口最適化委員会
委員長 ○荒生卓真 副委員長 和島公太
運営幹事 菊池朋子 石井悟 岩間奏
熊谷渉 佐藤陽介 渋谷知寛 若村峰沙
渡部智

☆国際交流委員会
委員長 ○後藤守 副委員長 伊豆敏
運営幹事 太田さおり 運営幹事 上村真美
阿部光 池田武史 佐藤大輔 林耕太郎
保科佑児

総会

☆湊町気質向上委員会
委員長 ○阿蘇伸也 副委員長 本間雄宇
運営幹事 佐藤一佳 運営幹事 佐藤修一
阿部修子 大川賢一 岡部奈緒 冨樫政紀
松井泰

事務局員 鈴木幸子

東北青年フォーラム実行委員会
委員長 ○白旗夏生

【出向】

■公益社団法人 日本青年会議所

【拡大委員会】 委員 ◎菊池武彦
【財政審査会議】 委員 ◎佐藤市郎

■東北地区協議会

【監査担当役員】 小野寺正人
【東北ゼミナール委員会】
委員 ◎兒玉 高幸
【東北青年フォーラム運営委員会】
副委員長 村上 哲也
幹事 ◎久木原 満

■山形ブロック協議会

【副会長】 佐藤大輔
【監査担当役員】阿部健太郎
【事務局補佐】 前田光
【ブロック大会運営委員会】
運営幹事 加藤裕介
委員 大川賢一 佐藤典子

【JCI ASPAC山形大会共創会議】
委員 赤谷一典 保科佑児

【やまがた協働運動実践委員会】
副委員長 佐藤江理子
委員 高橋了 堀晃子

【未来選択創造委員会】
副委員長
委員 青塚大輔

【地域連携推進委員会】
委員 佐藤浩和

【総務・JC運動発信委員会】
委員 茜谷功造 本間雄宇

【アカデミー委員会】
委員 太田さおり 奥山翼

上村真美 木村貴幸
日下部諭紀 小林慈明
佐藤一佳 佐藤修一
佐藤弘樹 渋谷功
宗雄大 高橋浩
塚形智志 堤尚史
徳田佳奈 松井泰
松田秀貴 三浦純一

■業種別部会

【鉄鋼機械工業部会】
副部会長 佐藤優
【環境部会】
小野寺正人


