
青森県ホームヘルパー連絡協議会　歴代役員一覧

平成4年度
（H5/3/31現在）

平成5年度
（H6/3/31現在）

平成6年度
（H7/3/31現在）

平成7年度
（H8/3/31現在）

平成8年度
（H9/3/31現在）

平成9年度
（H10/3/31現在）

平成10年度
（H11/3/31現在）

会　長 沼畑　ミツエ 沼畑　ミツエ 沼畑　ミツエ 沼畑　ミツエ 森　禎子 森　禎子 森　禎子

副会長 森　禎子 森　禎子 森　禎子 森　禎子 榊　陵子 榊　陵子 鳴海　富士子

佐藤　照子 佐藤　照子 吉崎　恵子 吉崎　恵子 高橋　恵子 高橋　恵子 中田　順子

岡　テツ子 岡　テツ子 森田　アサ 森田　アサ 木野　ふみ子 木野　ふみ子 木野　ふみ子

三上　郁子 山田　民子 山田　民子 吉川　緑 吉川　緑 細谷　真弓

理　事 三上　郁子 木村　みつ子 高橋　恵子 高橋　恵子 白戸　秋子 白戸　秋子 対馬　潤子

木村　みつ子 赤坂　俊子 鈴木　政子 木野　ふみ子 三浦　とも子 三浦　とも子 福井　トシ子

赤坂　俊子 及川　カツ子 遠藤　泰子 遠藤　泰子 原　靖子 原　靖子 山田　知津子

及川　カツ子 根深　栄子 田中　桂子 田中　桂子 小川　英子 小川　英子 野澤　富貴子

根深　栄子 前田　ゆりゑ 木浪　きつ子 木浪　きつ子 坂本　裕美子 坂本　裕美子 坂本　淑子

前田　ゆりゑ 工藤　みと 煤田　れみ子 煤田　れみ子 中野　聡子 中野　聡子 三上　ミチエ

工藤　みと 三上　ミチエ 三上　知子 三上　知子 澤田　とし子 澤田　とし子 中田　美奈子

三上　ミチエ 小野　美紀 米村　ウメ 佐藤　和佳子 秋元　寿志子 秋元　寿志子 今本　秀子

小野　美紀 坂本　玲子 坂本　玲子 坂本　玲子 種市　いよ 種市　いよ 小林　いみ子

坂本　玲子 小原　由美子 藤田　枝美子 藤田　枝美子 山崎　弥州子 山崎　弥州子 林　照英

小原　由美子 立花　エミ子 立花　エミ子 村松　恵子

監　事 斎藤　節子 斎藤　節子 菊池　文代 菊池　文代 菊池　文代 菊池　文代 橘　美津江

船橋　光子 船橋　光子 渡部　たつ子 渡部　たつ子 藤本　綾子 藤本　綾子 藤本　綾子

杉山　ルエ子 杉山　ルエ子 瀬川　由子 瀬川　由子 瀬川　由子 瀬川　由子 小原　佐智子



青森県ホームヘルパー連絡協議会　歴代役員一覧

会　長

副会長

理　事

監　事

平成11年度
（H12/3/31現在）

平成12年度
（H13/3/31現在）

平成13年度
（H14/3/31現在）

平成14年度
（H15/3/31現在）

平成15年度
（H16/3/31現在）

平成16年度
（H17/3/31現在）

平成17年度
（H18/3/31現在）

中田　順子 中田　順子 中田　順子 中田　順子 中田　順子 中田　順子 中田　順子

木野　ふみ子 木野　ふみ子 木野　ふみ子 木野　ふみ子 今本　秀子 松村　恵子 山田　民子

細谷　真弓 今本　秀子 今本　秀子 村松　恵子 松村　恵子 山田　民子

野澤　富貴子 斎藤　文子 斎藤　文子 斎藤　文子 齋藤　文子 木村　味美 木村　妹美

坂本　淑子 須藤　洋子 須藤　洋子 谷口　美保 谷口　美保 坂本　裕美子 横山　一枝

今本　秀子 田中　譲 田中　譲 前田　ゆりゑ 前田　ゆりゑ 肥後　康子 西川　節子

小林　いみ子 松岡　ゆう子 松岡　ゆう子 松岡　ゆう子 石岡　幸江 横山　一枝 三浦　美弥子

林　照英 松田　節子 松田　節子 前田　節子 松田　節子 西川　節子 成田　明子

松村　恵子 山田　民子 山田　民子 山田　民子 山田　民子 三浦　美弥子 脇川　美智代

木村　殊 木村　殊 田中　みよ 田中　みよ 原田　廣子 三浦　典子

沼畑　ミツエ 沼畑　ミツエ 田中　玲子 田中　玲子 成田　明子 田中　譲

中野　ひろ子 越前　智代子 佐立　礼子 佐立　礼子 脇川　美智代 若松　陽子

沼畑　順子 中野　ひろ子 小林　いみ子 小林　いみ子 三浦　典子 松田　節子

藤田　信子 沼畑　順子 沼舘　アイ 沼舘　アイ 藤田　枝美子

藤田　信子 明戸　久江 明戸　久江

小原　佐智子 根深　榮子 根深　榮子 根深　榮子 成田　時江 成田　時江 成田　時江

久慈　良子 田端　眞智子 成田　時江 木村　財子 木村　財子 木村　財子



青森県ホームヘルパー連絡協議会　歴代役員一覧

会　長

副会長

理　事

監　事

平成18年度
（H19/3/31現在）

平成19年度
（H20/3/31現在）

平成20年度
（H21/3/31現在）

平成21年度
（H22/3/31現在）

平成22年度
（H23/3/31現在）

平成23年度
（H24/3/31現在）

平成24年度
（H25/3/31現在）

中田　順子 中田　順子 成田　時江 成田　時江 成田　時江 成田　時江 成田　時江

成田　時江 成田　時江 横山　一枝 横山　一枝 横山　一枝 成田　史樹 成田　史樹

横山　一枝 横山　一枝 秋元　東 秋元　東 秋元　東 秋元　東 秋元　東

阿部　陽子 阿部　陽子 山田　民子 山田　民子 成田　明子 成田　明子 成田　明子

刈谷　正子 刈谷　正子 成田　明子 成田　明子 成田　史樹 刈谷　正子 刈谷　正子

若松　陽子 若松　陽子 阿部　彰子 成田　史樹 刈谷　正子 若松　陽子 若松　陽子

山田　民子 山田　民子 刈谷　正子 刈谷　正子 若松　陽子 横山　一枝 横山　一枝

松田　節子 若松　陽子 若松　陽子 川越　幸夫

成田　明子 佐藤　美枝子 佐藤　美枝子 工藤　由紀子

秋元　東 秋元　東 田中　琢也 田中　琢也 佐藤　美枝子 田中　琢也 田中　琢也

田中　琢也 田中　琢也 田中　琢也 佐藤　美枝子 佐藤　美枝子



青森県ホームヘルパー連絡協議会　歴代役員一覧

会　長

副会長

理　事

監　事

平成25年度
（H26/3/31現在）

平成26年度
（H27/3/31現在）

平成27年度
（H28/3/31現在）

平成28年度
（H29/3/31現在）

平成29年度
（Ｈ30/3/31現在）

平成30年度
（H31/3/31現在）

令和元年度
（Ｒ2/3/31現在）

成田　時江 成田　時江 成田　時江 成田　時江 横山　一枝 横山　一枝 横山　一枝

秋元　東 秋元　東 秋元　東 秋元　東 秋元　東 沼村　均 沼村　均

成田　史樹 成田　史樹 成田　史樹 成田　史樹 成田　史樹 柳田　敏雄 柳田　敏雄

成田　明子 成田　明子 横山　一枝 横山　一枝 柳田　敏雄 嘉瀬　直子 濱舘　寿子

横山　一枝 横山　一枝 柳田　敏雄 柳田　敏雄 嘉瀬　直子 濱舘　寿子 三浦　順子

川越　幸夫 柳田　敏雄 工藤　由紀子 嘉瀬　直子 濱舘　寿子 三浦　順子 田中　琢也

工藤　由紀子 工藤　由紀子 嘉瀬　直子 濱舘　寿子 沼村　均 秋元　麻美 山村　久美子

嘉瀬　直子 嘉瀬　直子 濱舘　寿子 沼村　均 三浦　順子 小笠原　翠

田中　琢也 田中　琢也 田中　琢也 田中　琢也 田中　琢也 田中　琢也 嘉瀬　直子

佐藤　美枝子 佐藤　美枝子 佐藤　美枝子 佐藤　美枝子 佐藤　美枝子 佐藤　美枝子 秋元　麻美



青森県ホームヘルパー連絡協議会　歴代役員一覧

会　長

副会長

理　事

監　事

令和2年度
（Ｒ3/3/31現在）

令和３年度
（Ｒ3/4/25現在）

横山　一枝 横山　一枝

沼村　均 沼村　均

柳田　敏雄 柳田　敏雄

田中　琢也 田中　琢也

山村　久美子 山村　久美子

三上　朝美 三上　朝美

木村　幸子

秋元　麻美 秋元　麻美

小笠原　翠 小笠原　翠


