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諏訪ユネスコ協会 平成３０年度 定時総会次第 
 

日 時  平成３０年５月１４日（月）  午後３時 

場 所  諏訪市上川 ２－１５８３ 「ベルファイン」 

 

[第１部 総会] 

(1)開  会 

(2)会長挨拶 

(3)来賓紹介 

(4)来賓代表祝辞 

諏訪市長         金子 ゆかり様 

衆議院議員         後藤 茂之 様 

富士見町教育長       脇坂 隆夫 様      

(5)総会成立宣言 

(6)議長選出 

(7)議事録署名人選出 

議  事 

（１）平成 2９年度 事業報告・・・・・・・・・・・・１ 

（２）平成 2９年度 決算報告・・・・・・・・・・・１８ 

（３）平成 2９年度 監査報告・・・・・・・・・・・１９ 

（４）平成 30 年度 事業計画・・・・・・・・・・・２０ 

（５）平成 30 年度 収支予算・・・・・・・・・・・２２ 

（６）新理事選任について・・・・・・・・・・・・ ２３ 

 

[第２部 公開講座] 

講 師  有賀メアリー 

（諏訪東京理科大 信州大 豊南短期大） 

演 題 「地球丸に乗った私たちー異文化の中で生きる」 

 

[第３部 懇親会] 

（１）開会のあいさつ 

(２）祝辞と乾杯           

（３）祝  宴 

（４）ユネスコの歌 

（５）閉会の辞 
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        平成 29 年度事業報告 

本部会 

１．「諏訪ユネスコ協会」平成 29 年度定時総会開催 

日 時：5 月 22 日（月）午後３時 

場 所：諏訪市「ベルファイン」 

出席者：会員 63 名中、出席 35 名・委任状 21 名 

[第１部 総会] 

[第２部 公開講座] 

講 師：鈴木 純一氏  

演 題：「自然体験は心と体の栄養」 

[第３部 懇親会]        

２．「2017 中部東ブロック活動研究会 in 厚木」に参加 

日 時：平成 28 年９月２日(土)～３日(日) 

会 場：「レンブラントホテルホテル 厚木」   

諏訪ユネスコ協会より 11 名参加 

３．理事会（月１回） 

４．本部会関係講演会 

   日 時：８月 26 日（土） 午後２時より 

   場 所：永明小学校 講堂 

   講 師：山崎 哲秀氏 

演 題：「北極圏をテツがゆく」 

５．６月 20 日：第１回 ６市町村ユネスコ担当者会議実施 

６．「2018 中部東ブロック活動研究会 in 諏訪」の実行委員会実施 

  第１回…12 月 21 日（木）   第２回…２月８日（木） 

７．組織編制の見直し 

８．諏訪ユネスコ協会のホームページの管理 

ユネスコスクール推進部会 

１． 永明小学校が４月 21 日付けでユネスコスクールに認定（県下５番目） 

・７月 10 日に児童代表、校長、PTA 会長、諏訪ユネスコ協会正副会長 

が市長、教育長に報告。 

２． ユネスコスクールの啓発活動 

・永明小学校の米沢小学校、茅野高校、東海大諏訪高校、富士見高校 

へ出向き啓発活動を実施。 

・茅野市校長会へ出向き、ユネスコスクールについて説明。 

３．ESD 研究発表会への参加及び展示発表 
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 ・12 月１日（金）～３日（日）ESD 全国大会（九州大牟田）参加。 

 ・２月３日(土）信州 ESD コンソーシアム成果発表会参加(信州大学)。 

地域遺産部会 

１．講演会 

   日 時：７月 15 日（土）   午後２時～ 

   場 所：「ゆいわーく茅野」 

   演 題：「諏訪縄文中期の先駆けとなる原村 阿久遺跡」（国史跡） 

   講 師：笹沢浩先生 

元阿久遺跡発掘調査団調査主任 

元長野県史刊行会、県教委文化課、県埋蔵文化財センター 

（調査部長） 

  ＊一般の方が多数聴講された。 

寺子屋部会 

第１回部会  平成 29 年 10 月 18 日(水) 「ゆいわーく茅野」 

  ・「書き損じハガキ キャンペーン 2017」への協力依頼。 

・今年度の基本的な活動計画の確認と地区学校担当者の決定。 

・各地区の教育長宛・各学校長宛依頼文書の確認と配布。 

・チラシの内容確認と発注。 

第２回部会  平成 29 年 11 月 14 日(火) 「諏訪市公民館 ３階」 

 ・各地区の情報交換。 

・回収ボックスの確認・ポスター配布・チラシ枚数の確認及び配布。 

第３回部会  平成 30 年２月 14 日(水) 「ゆいわーく茅野」 

 ・各地区「書き損じハガキ」の集計。 

 ・郵便局で切手に交換した折の領収書を提出。 

 ・切手の交換は 1,000 円切手が基本。 

 ・諏訪地区６市町村合計回収枚数及び金額の確認。 

・諏訪ユネスコ協会からの礼状を各地区教育長・学校長へ渡す 

・ユネスコ協会連盟からの感謝状を各地区教育長・学校長へ渡す 

・情報交換 

   

運動の最終結果   書き損じハガキ回収枚数……7,912 枚 

           合計金額……362,138 円 

 

環境問題推進部会 
１． 諏訪湖アダプトプログラム参加 

実施区間：№15  諏訪石彫公園周辺 
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(1) 第１回  平成 29 年６月８日(木) ９：00～10：30 

  天気；小雨    21 名参加 

 *吸い殻・ビニール・草木等可燃ごみ…35 ㎏ 

*ヒメジヨン抜き取り…3,000 ㎡ 

  (2) 第２回  平成 29 年 7 月 13 日(木) ９：00～10：30 

      天気；晴れ    16 名参加 

     *缶・ビン等不燃ごみ…15 ㎏ 

     *吸い殻・ビニール等可燃ごみ…75 ㎏ 

  (3) 第３回  平成 29 年９月 28 日(木) ９：00～10：00 

      天気；晴れ    13 名参加 

     *吸殻・ビニール等可燃ごみ…５㎏ 

２．諏訪湖アダプトプログラム報告会参加 

   平成 30 年３月 14 日(水) 午後１時 30 分～ 

    登録団体数 57 団体 

広報部会 
１．広報紙「諏訪ユネスコ通信」年３回の発行 

第 19 号：平成 29 年 ７月 31 日 発行 

第 20 号：平成 29 年 11 月 30 日 発行 

第 21 号：平成 30 年 ３月 31 日 発行 

２．諏訪地区内報道機関へのＰＲ活動 

   広報紙の配布、各部会事業活動の広報 

３．ユネスコ協会連盟へ提出書類の作成、事業活動の広報 

４．長野県下、各ユネスコ協会への広報活動、広報紙の配布等 

５．「2018 中部東ブロック活動研究会 in 諏訪」開催準備 

 ・開催要項の作成。 

６．ホームページの作成と管理 
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 理 事 会 報 告  

平成 29 年度 

第１回理事会(75 回) 平成 29 年４月 14 日（金）午後 6 時 30 分  

１．本部会 

(1)諏訪地区教育委員会のユネスコ担当者について（敬称略） 

原村…三井洋一  諏訪市…矢崎博之  茅野市…渡辺雄一       

富士見町…小池みさき 岡谷市…高橋卓 下諏訪町…教育総務係 

(2)役員の改選・選任について 

・新年度役員を選任した（総会にて承認を得る）。 

 牛山俊…顧問  木村紀穂…副会長  高林徳枝…監事  

新理事…五味功(茅野市) 田村満理(茅野市) 金子田美(諏訪市) 

(3)総会準備について 

① 役割分担 

総会進行…濵三千治（副会長）  議長…矢崎靖雄（会長） 

総会成立宣言…安藤理恵子（事務局長） 

公開講座…矢崎靖雄（会長）  懇親会司会…木村紀穂（理事） 

懇親会終わり挨拶…玉舎興三郎（理事） 

事業報告・事業計画…各部会長  会計報告…金子勝弘（会計） 

予算案…安藤理恵子（事務局長） 

② 平成 28 年度、事業報告・会計報告 

平成 29 年度、事業計画・予算案について各部長より報告。 

・予算案は５月６日に三役で作成する（総会出席人数確認後） 

     ③ 公開講座について……矢崎会長が進行・講師紹介等行う。 

④ 懇親会について……会費 4,000 円（昨年同様に行う） 

⑤ 総会通知の発送について 

会員・来賓・６市町村教育委員会・ユネスコ担当者・報道関係 

＊早速、出欠確認の返信はがきを同封し郵送する。 

２．寺小屋部会 

  「書き損じハガキの回収」について 

      最終集計 ハガキ 7,510 枚  348,751 円 

           その他               44,392 円 

           総 計       393,143 円 

・本年度は４高校に協力を依頼したが、増やしていったら良いのでは 

との意見が出された。 

・来年度は、第１回目の寺子屋部会を早くしてほしいとの意見があった。 

３．地域遺産部会 
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講演会について 

・６月頃に行う予定で講師と話を詰めているとの報告があった。 

４．広報部会 

ユネスコ通信 18 号発行について 

・本日、担当者に持ち帰り配布していただく様に依頼した。 

５．その他 

次回理事会……５月 11 日(木)「ゆいわーく茅野」６時 30 分～ 

総会会場にて打ち合わせ…… ５月 19 日(金)「ベルファイン」５時 

総会資料作り……５月 17 日(水)「ゆいわーく茅野」１時 30 分～ 

 

  第２回理事会(76 回)平成 29 年５月 11 日(木) 午後６時 30 分 

  ＊本年度より役員改選により新理事４名が加わった。 

議題に入る前に自己紹介を行った。 

新理事：金子田美・五味功・田村満理・川合双葉 

１．平成 29 年度定時総会について 

(1) 総会資料について 

    ・皆で目を通し、訂正箇所・加筆等検討した。 

(2) 会員名簿について 

    ・名簿の再確認を行った。 

    ・１名郵便物が戻ってきてしまう会員がいたため、改めて住所確認を 

依頼した。 

(3) 総会出欠席について 

    ・現段階において、出席 36 名・委任状 22 名の確認ができている。 

(4) 総会準備品等について 

    ・看板・掲示物等の確認を行った。 

    ・総会会場の横断幕は昨年同様会長に依頼した。 

(5) 総会の役割分担の確認 

    ・各役割分担の再確認を行った。 

    ・来賓祝辞は顧問の矢崎和広様、金子ゆかり様が欠席のため、衆議院 

議員：後藤茂之様、茅野市教育長代理：有賀淳一学校教育課長の２ 

名となった。 

(6) ベルファインとの事前打ち合わせ（下見）について 

日時…５月 19 日（金）午後５時～ 

・会場の配置、備品等についての打ち合わせ。 

・掲示物の持参…掲示場所の確認をする。 

・総会資料・ユネスコ旗・ユネスコ歌ＣＤ・来賓リボンの持参。 

(7) その他 
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   ① 諏訪ユネスコ協会会則の確認をおこなった 

・第３章 第８条１(Ｃ)理事７名以上 10 名以内を７名以上 13 名 

以内と改正（すでに理事会にて承認済み）。 

・付則の賛助会員規約を廃止（平成 29 年５月 11 日、理事会にて 

承認済み)する旨を記載する。 

２．地域遺産部会  

    講演会について 

   ・日 時…７月 16 日（日）  午後２時から 

   ・場 所…「ゆいわーく茅野」 ３Ｆ：集会室 

   ・講 師…笹沢 浩氏：長野県文化財保護審議会委員 

     詳細は後日決定する旨、部会長より報告された。 

３．その他 

     第３回理事会……６月 ６日（火） ６時 30 分～ 

 

第３回理事会(77 回) 平成 29 年６月６日(火）午後６時 30 分 

１．平成 29 年度 定時総会について(総括) 

(1)総会事前準備・当日の役割分担等について 

・受付・接待係等を事前にきちんと決めておいたほうが良い。 

・懇親会の形式は今回の様でよかった。 

・来賓の方の案内・接待を徹底させる事。 

(2)総会欠席者への総会資料送付について 

・すでに送付済み。 

(3)総会懇親会経費の報告…金子会計担当より行い承認された。 

２．ユネスコ協会連盟への提出書類について（7 月 15 日締め切り） 

・６月 30 日の会費納入状況を見て会計が会費の納入をする。 

３．地域遺産部会…講演会について 

  ・日 時 ７月 15 日（土）午後２時より 

  ・場 所 「ゆいわーく茅野」３階 

・講 師 笹沢 浩氏            ６月 20 日に６市町村              

  ・案 内 ポスター・チラシ・新聞等     のユネスコ担当者を交 

４．本部講演会について             え打ち合わせを行う。  

 ・日 時 8 月 26 日（土）午後 1 時より 

・場 所 「ゆいわーく茅野」３階 

 ・講 師 山崎 哲秀氏 

 ・演 題 「北極探検」（未定） 

 ５．ユネスコスクールについて 

   ・今後の取り組み 
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    ＊フランスのユネスコ本部より認可がおりた為「ユネスコスクール 

 プレート」の来るのを待って贈呈式を行う事を検討する。 

＊今後のユネスコスクールへの関わりをどの様にしていくか課題。 

 ６．「2017 中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 厚木」について 

  ・９月２日（土）３日(日) 

＊来年度の大会に備え、理事・会員の大勢の参加を呼び掛ける。 

  ７．「2018 中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 諏訪」について 

   ・組 織 

   ・期 日              ３役で案を作り理事会に掛ける  

   ・会 場……RAKO 華乃井ホテル      

 ８．その他 

   次回理事会 ７月６日（木） 

 

第４回理事会(78 回) 平成 29 年７月６日(木) 午後 6 時 30 分  

１．地域遺産部会講演会について 

  ・日時 ７月 15 日（土） 午後２時より 

  ・場所 「ゆいわーく茅野」3 階：集会室 

  ・講師 笹沢 浩氏（千曲市文化財保護審議会委員） 

  ・演題 「諏訪縄文中期文化の先駆となる原村阿久遺跡(国史跡)」 

  ・案内 ポスター・チラシ等の準備、配布先、印刷部数 

       ６市町村の学校関係・役所関係・その他 

    ＊講師紹介・進行は清水部会長が行う。 

    ＊スライド使用での講演からパワーポイント使用に変更。 

    ＊理事集合…12 時 30 分。 

２．本部会＆環境問題推進部会講演会について 

・日時 8 月 26 日（土） 午後２時より 

 ・場所 「ゆいわーく茅野」３階：集会室 

 ・講師 山崎 哲秀氏 

 ・演題 「北極探検をテツがゆく」 

  ・案内 ポスター・チラシ等…６市町村の学校関係・役所関係・その他 

    ＊講師紹介…矢崎会長    進行…濵副会長 

    ＊理事集合…12 時 30 分 

３．ユネスコスクール、これからの取り組みについて 

・永明小学校がユネスコスクールに認定されたため、関連している永明 

中学校にもユネスコスクールとして登録を、お願いしたいとの意向を 

会長が示された。 

４．「2017 中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 厚木」について 
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『中部東ブロック大会・ユネスコ活動研究会 in厚木』開催案内 

「テーマ」「Action!」～今日から私たちにできること～ 

期 日：2017年 9月 2日（土）～9月 3 日（日） 

会 場：「レンブラントホテル厚木」 

 

・７月 14 日までに参加人数を取りまとめる（なるべく大勢の参加を募る）。 

・交通手段…乗用車 

５．「2018 中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 諏訪」について 

   ・組 織……６市町村にも協力依頼をする。 

   ・期 日……９/29・30   10/６・７   10/13・14  が候補日 

   ・会 場……「RAKO 華乃井ホテル」 

   ・講 師……諏訪中央病院「鎌田先生」を検討中 

     ＊日程を早急に決める（ユネスコ協会本部・県知事・講師との調整 

が必要） 

     ＊資金の協力をしていただく企業を探す。 

     ＊組織つくりを早急に行う。 

 ６．その他 

    次回理事会 ７月 27 日（木） 

 

第５回理事会(79 回) 平成 29 年７月 27 日(木) 午後 6 時 30 分  

１．地域遺産部会講演会について 

  講演会総括 

  ・事前準備をもう少し早く行った方がよかった。 

  ・一般の方の参加も多く良かった。 

２．本部会と環境問題推進部会講演会について 

 ・日時 8 月 26 日(土)午後２時より 理事集合：12 時 30 分 

 ・場所 茅野市「永明小学校 講堂」  

 ・講師 山崎 哲秀氏 

 ・演題 「北極圏をテツがゆく」 

 ・案内 ポスター・チラシ等……６市町村教育委員会・小中学校へ配布 

〇係分担：講師係（矢崎）進行（矢崎） 記録（五味） 

会場準備：椅子・看板・演題・マイク・水差し・プロジェクター等 

 ・椅子は前日、児童が搬入（100 脚程）。 

 ・スリッパ・傘入れ等の確認を行う。 
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３．ユネスコスクールについて（本部） 

   ・茅野市校長会が 8 月 22 日(火)午後 2 時より行われるため三役が訪問

し、ユネスコスクールの説明と依頼をすることを決めた。 

   ・今後、永明中学校（茅野市）に働きかけを行う。 

４．会員登録状況について……61 名の登録 

５．「2017 中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 厚木」について 

  ・参加者状況……12 名 

  ・交通手段……乗用車３台に分乗（矢崎・濵・金子） 

  ・宿泊について……１名日帰り 

  ・「2018 中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 諏訪」のアピールには 

諏訪市より借りた６市町村の観光・名産等が入ったビデオを披露する 

ことに決めた（３分間ビデオを理事で鑑賞し確認した）。 

６．「2018 中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 諏訪」について 

  ・日程……2018 年（平成 30 年）９月 29 日(土)30 日(日) 

  ・組織……なるべく大勢の会員に入ってもらい組織づくりを行う。 

・会場……「ラコ華乃井 ホテル」 

・講師……再度検討中 

７．その他 

   次回理事会 ８月 24 日(木)  午後６時 30 分  

 

  第６回理事会(80 回) 平成 29 年８月 24 日(木) 午後６時 30 分 

 １．本部会と環境問題推進部会講演会確認 

 ・日時 8 月 26 日(土)午後２時より 理事集合：12 時 30 分 

 ・場所 「永明小学校 講堂」茅野市塚原１－７－40（72-2207） 

 ・講師 山崎哲秀氏 

 ・演題 「北極圏をテツがゆく」 

 ・案内 永明小・中学校・６市町村中学校・各新聞社にチラシ配布 

係分担：講師紹介（矢崎）・進行（濵）・記録（五味） 

駐車場案内（木村）・接待（安藤） 

会場準備：椅子 100 脚を前日児童が用意。マイク学校から借用。

水差し（ペットボトル＝安藤）。看板・演題・プロジェ

クター・スクリーン・生花（矢崎） 

 ２．ユネスコスクールについて報告 

  ・8 月 22 日(火)午後 2 時より茅野市校長会が行われた。その際、会長と 

木村副会長が出向き、ユネスコスクールの説明と依頼を行った（資料：

校長会 13 部・教育委員会 2 部を配布）。 

 ３．登録状況について 
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   ・会費納入状況…会計より報告があった。 

   ・ユネスコ本部より請求書が来ている為、会計へ振込依頼をした。 

 ４．中部東ブロック大会について 

  ・9 月 2 日・3 日の厚木大会について 詳細別紙 

   参加者決定…12 名 

   交通手段…車 3 台（矢崎・濵・金子） 

   宿泊（11 名仮予約済） 

   次期開催地のアピールの為、６市町村観光ＤＶＤを用意した（すでに厚

木に送付し準備の依頼をした）。 

 ５．次年度諏訪大会について 

  ・期日 ９月 29 日(土)30 日(日)・会場 ラコ華乃井ホテル 

  ・講師 ８月 26 日の講演会終了後決定 

 ６．その他 

  ・寺子屋部会の第一回を例年より早めてほしい旨、担当者に依頼した。 

  ・各部会担当者を明確にしたほうが良いのではないか、との意見があり 

   今後検討していく。 

   次回理事会 ９月 21 日(木) 

 

第７回理事会(81 回) 平成 29 年９月 21 日(木) 午後６時 30 分 

１．「山崎哲秀氏講演会」の反省 

  ・会場が講堂の為か音声が割れてしまって聞き取りにくかった。 

  ・映像が見えにくく残念だった。 

  ・ユネスコ会員の参加がもう少しほしかった。 

  ・講演会を今年度２回行ったが、回数も含め今後さらに会員が多数参加で 

きるものを検討していった方がよいのではないか。 

 ２．「中部東ブロック in 厚木」大会の感想等 

・厚木ユネスコ協会は青年部の活動がしっかりしており大変良かった。 

・分科会が３つに分かれて行われたが、終了時間が大幅に遅れたところが

あった。時間厳守が必要ではないか。 

 ３．次年度諏訪大会について 

   ・期日 平成 30 年９月 29 日(土)・30 日(日) 

・会場 「ラコ華乃井ホテル」 

   ・講師 第一案として、石川文洋氏：報道写真家 

   ・予算書申請……６市町村には文書で依頼はしたが、さらに広域連合会

長の金子ゆかり諏訪市長にお願いに上がることにし

た。 

   ・大会内容……概要が会長より提示され今後さらに詰めていく。 
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 ４．新入会員について 

    松木典子（諏訪市）・中村麻子（茅野市）・渡辺綾（茅野市） 

    以上３名承認された。  

 ５．環境問題推進部会 

    諏訪湖アダプトプログラム  ９月 28 日(木) ９時～ 

 ６．ユネスコスクール推進部会 

    ユネスコスクール啓発活動 

    登録申請依頼校（米沢小学校、泉野小学校、金沢小学校） 

７．組織編制について 

   ・会員に配布し協力依頼を行う。 

８．その他 

   次回理事会 10 月 17 日(火) 午後６時 30 分 「ゆいわーく茅野」 

 

第８回理事会(82 回) 平成 29 年 10 月 17 日(火) 午後 6 時 30 分  

報 告 

・諏訪市長へ来年度の諏訪大会における補助金依頼した旨の報告 

・岡谷南高校のボランテア部へのユネスコ勧誘 

・諏訪ユネスコ会員の新組織及び活動内容の通知配布 

・諏訪湖アダプトプログラム実施状況…雨天の中 13 人参加 

・「ラコ華乃井ホテル」下見（来年度の大会にむけて） 

・ユネスコスクール全国大会について（12 月２日）大牟田文化会館 

矢崎会長・永明小学校ユネスコスクール担当教員の２名が参加予定 

議 事 

 １．各部の顔合わせ会 

・各部会ごと部長が中心となり、計画し顔合わせを行う。 

２．寺子屋部会の今後の取り組み 

・第１回「寺子屋部会」を 10 月 18 日に行う。 

・チラシ、ポスター、回収ボックス等状況の確認。 

３． 広報部会（発行 11 月末日） 

・第１回編集委員会…10 月 ４日に行った。 

・第２回編集委員会…10 月 31 日に行う。 

４．次年度諏訪大会について 

    実行委員会の立ち上げ 

    講師の選定：石川文洋氏（報道カメラマン）に依頼予定 

 ５．ユネスコスクール推進部会 

    ・ユネスコスクール説明会の計画を永明中学より行う予定。 

 ６．その他 
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   次回理事会 11 月 13 日(月) 午後６時 30 分～ 「諏訪市公民館」 

        12 月 ５日(火) 午後６時 30 分～ 「ゆいわーく茅野」 

 

第９回理事会(83 回) 平成 29 年 11 月 13 日(月) 午後 6 時 30 分  

場所 「諏訪市公民館」 

報 告 

・中部地方 ESD 活動支援センター主催 

「ESD 研究会～新学習指導要領と ESD～授業づくり」…会長出席 

   2017 年 10 月 28 日(土)14:00 ～ 17:00  

信州大学教育学部講義棟 N101 教室 

   講師：澁谷一典氏（文部科学省 初等中等教育局教科調査官） 

・厚木ユネスコ協会より、厚木大会の決算書が届き諏訪市へ送付済み 

議 事 

１. 寺子屋部会の今後の取り組み 

 第２回寺子屋部会：11 月 14 日(火) 午後６時 30 分～ 諏訪市公民館 

・各学校の校長先生宛の協力依頼書を担当者が持参する。 

・各地区へ、チラシ・ポスター・回収ボックス等を配布する。 

 （チラシ 20,000 枚印刷済） 

２. 広報部会 

ユネスコ通信発行準備状況と予定 

・第３回編集会議：11 月 20 日(月) 午後３時 30 分～ 

「ゆいわーく茅野」 

・次回理事会に持ち帰り配布する。 

 ３．次年度諏訪大会について（別紙） 

    実行委員会の立ち上げ 

    ・役割分担の長を決めた 

次回理事会までに会員の担当者を決め委嘱依頼を出す事を決めた。 

    講師の選定…山階鳥類研究所所長の山岸哲氏は如何かとの話しが会

長より出されその方向で検討する。 

 ４．ユネスコスクール推進部会 

    ユネスコスクール説明会の計画…永明中学校・米沢小学校 

５．その他 

   次回理事会 12 月５日(火) 午後６時 30 分～ ゆいわーく茅野」集会室 

  

第 10 回理事会(84 回) 平成 29 年 12 月 5 日（木）午後 6 時 30 分  

報 告 

・ユネスコスクール全国大会（大牟田市）…会長より報告 
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・寺子屋部会：今後の予定…平成 30 年２月に第３回寺子屋部会を開く 

・広報部会：本日、ユネスコ通信を理事が持ち帰り配布する 

・会計担当（金子）の見舞い報告 

 議 事 

１．平成 30 年９月 29 日・30 日に行われる諏訪大会について 

 (1) 実行委員会組織・部会の構成 

   ○司会・進行（三役） 

   ○庶務・会計（部長：金子勝弘 副部長：安藤理恵子 金子田美 担当部員） 

   ○広報・記録（部長：濱勝也 副部長：濵善夫 五味功 担当部員） 

   ○懇親会関係（部長：清水勝喜 副部長：田村満理 川合双葉 担当部員） 

   ○会場担当（部長：玉舎興三郎 副部長：高林徳枝 小口智達 担当部員） 

   (2)実行委員会開催 

第１回：12 月 21 日（木）午後６時 30 分より「ゆいわーく茅野」 

２． 慶弔規定について…前回の理事会で決定した件につき再度承認を

得た。 

 

  第 11 回理事会(85 回) 平成 30 年１月 11 日（木）午後５時 30 分 

報 告 

○ 諏訪大会要項発送 

  日本ユネスコ協会連盟、県知事、県教育委員会、6 市町村首長、 

県内ユネスコ協会 

〇「ノーベル平和賞授賞記念講演会」の名義後援を承諾した旨、報告 

議 事 

１．次年度諏訪大会について 

 (1)協賛金（広告料）集めについて 

  ・広告料に限定せず協賛金・広告料の２本立てにすることに決めた。 

  ・概ね３月末日を目安に集めたいとの意見があった。 

  ・広域のロータリークラブ・ライオンズクラブ・観光協会・商工会議所 

   法人会・個人企業・ユネスコ協会会員関係等にお願いをする。 

   (2)担当…３役・関係会員が各企業の意向を聞き対応する。 

   (3)広告について 

    掲載枠（Ａ４縦用紙）、金額について検討した。 

    内容…自社作成又はユネスコ協会に一任 

  ２．実行委員会の実施について 

    期日…２月８日（木）  午後６時 30 分～   

    場所…「ゆいわーく茅野」３階 集会室 

    内容…部門別打ち合わせ 
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       協賛金についての依頼、他 

  ３．寺子屋部会開催について 

    期日…２月 10 日（土）  午後６時 30 分～ 

    場所…「ゆいわーく茅野」 ３階 集会室 

    内容…書き損じはがきの回収（切手に交換して持参） 

       各学校別記入表に書き込み持参 

       報告と反省 

 

第 12 回理事会(86 回) 平成 30 年２月 15（木）午後６時 30 分 

報 告 

 〇第２回実行委員会報告 

  ・日本ユネスコ協会連盟 国内事業部の仁藤さんが来諏し参加した。 

   仁藤さんより東ブロック大会の連盟の担当する２日目について説明 

を受けた。 

   ・各部会に分かれ話し合いが行われた。 

   ・各部会からの発表と、協賛金の頂ける会員の名前を挙げた。 

  〇信州 ESD コンソーシアム成果発表＆交流会（2 月 3 日） 

  会場：信州大学教育学部 

 ・矢崎会長、福島先生（永明小学校）が参加した。 

○ユネスコ全国大会（函館）について会長より説明があった。 

  〇永明小学校で行われた講演会(１月 21 日・永明の日)について報告 

    講師：ラトッイ・ディボー氏（ベルギー） 

        演題：「やって見なければ分からない」 

       ―日本や外国でチャレンジして分かった事― 

   ・総会の講師にどうかとの意見があった。 

議 事 

 １．寺子屋部会「書き損じハガキ回収結果」について 

  ・ハガキ枚数…7,912 枚、金 額…362,358 円 

  ２．平成 30 年度定時総会について 

   (1)日時：５月 14 日（月）午後３時 00 分 

   (2)場所：諏訪市「ベルファイン」 

   (3)公開講座講師 

    ・候補として、ラトッイ・ディボー氏（ベルギー）が挙げられた。 

  ３．新年度の方針及び各部の取り組み 

・次回理事会までに事業報告・事業計画の提出を各部長に依頼した。 

  ４．新入会員 

    吉川 豪（永明小教諭）  承認 
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  ５．東ブロック大会について 

   (1)これからの課題 

    ・準備品・原稿依頼等々の課題を詰めていく 

   (2)協賛金の集め方 

    ・広告料：１ページ…50,000 円以上  1/2 ページ…25,000 円 

         1/4 ページ…10,000 円   1/8 ページ…5,000 円 

      上記に決定した。 

    ・広告料のみ、広告料＋協賛金、協賛金のみの三種の選択とする。 

    ・広告に関し、６市町村の関係機関より団体・企業等の推薦をしても 

らう。 

    ・協賛金の依頼文・領収書を作成する。 

・集金方法は、振り込みまたは三役・地区会員等で集金に伺う。 

 

第 13 回理事会(87 回) 平成 30 年３月 22 日(木）午後６時 30 分 

報 告 

・書き損じハガキ集計（平成 23 年度～平成 29 年度までの集計確認）。 

・回収状況都道府県ランキングでは長野県（飯田・木曽・諏訪が参加） 

は 10 位に位置している（2016 年～2017 年の集計による）。 

・講演会：「平和を学ぶ」シンポジュウム 諏訪ユネスコ協会後援。 

「授賞の歓びとこれから」川崎哲氏、藤森俊希氏、飛山真利子氏 

川島弘氏、矢崎会長がパネリストで行われた。 

・中部東ブロック・ユネスコ活動研究大会関係要項を連盟本部・県連盟

に送付した。 

・ユネスコ協会連盟より書き損じハガキ回収お礼が届いた。 

・ユネスコ活動助成金の申請を行う（中部東ブロック大会において永明

小学校の参加につき）。 

・３月 14 日、アダプトプログラムの報告会に参加。 

議 事： 

 １．平成 30 年度定時総会について 

   (1)日時：5 月 14 日（月）午後 3 時 00 分 

   (2)場所：諏訪市「ベルファイン」 

   (3)公開講座講師 

     候補者：有賀メアリー（異文化理解） 諏訪東京理科大学講師  

イギリス、シェフィールド大学、国際基督教大学卒業 

   (4)その他：横断幕・式次第・演題等は業者に作成依頼することに決め

た。 

２．平成 29 年度事業報告・平成 30 年事業計画について 
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・各部より発表 

・新年度の取り組みとしてユネスコ会員の増員に努力する。 

  ３．中部東ブロック・ユネスコ活動研究大会関係 

   ・４月４日：第３回実行委員会開催  16 時～ 「ゆいわーく茅野」 

・４月 10 日：６市町村ユネスコ担当者会議開催   

16 時～ 「ゆいわーく茅野」 

・各地区協賛金集めの代表者を決めた。 

 ４．新入会員 

    深井 恵子（茅野市）   承認 

    松下 敦子 (諏訪市)   承認 
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平 成 ２９年 度 収 支 決 算 書 

（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日） 

     

収入金額   １，０６９，４３６ 
  

支出金額    ８２８，９１０  
  

次期繰越金   ２４０，５２６ 
  

  収 入 
    

科  目 予算額 決算額 差 額 備        考 

会  費 315,000 323,000 8,000 会費 64 人×5,000 賛助会費 1 人×3,000 

活動事業収入 14,000 14,079 79 諏訪湖アダプト扱い 

募金収入 350,000 362,358 12,358 書き損じハガキ 

雑収入 6,000 3,002  ▲2,998 預金利子・ハガキ手数料 

前期繰越金 366,997 366,997 0   

合  計 1,051,997 1,069,436 17,439   

     
支 出 

    

科  目 予算額 決算額 差 額 備    考 

事務費 200,000 334,024 134,024 
通信費・活動支援・印刷・消耗品費・交通費 

交際費・運搬・雑費 

会議費 20,000 4,824 ▲15,176   

事業費 200,000 42,908   ▲157,092    
地域遺産０広報費 10,000 

環境問題推進 400 寺子屋 32508 

分担金 63,000 84,796 21,796 日本ユネスコ協会連盟分担金 

募金支出 350,000 362,358 12,358 書き損じハガキ扱い 

次期繰越金 218,997 240,526 21,529 
 

合  計 1,051,997 1,069,436  17,439   
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平成 30 年度事業計画(案) 

 

本部会 
１． 平成 30 年度定時総会  ５月 14 日（月）午後３時 

２．2018 年９月 29 日(土)・ 30 日（日） 

「中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 諏訪」開催 

・実行委員会実施 

３． 理事会 

４． 第 3 回６市町村ユネスコ担当者会議実施 

５． 諏訪ユネスコ会員の増強 

６． ホームページの管理（広報部会と協力） 

 

ユネスコスクール推進部会 
１．ユネスコスクール啓発活動 

 ・６市町村教育委員会及び各学校への働きかけ。 

２．信州 ESD コンソーシアム活動への参加 

３．各種研修会への参加 

 

地域遺産部会 
基本計画 

１．諏訪地域の文化遺産について知る（諏訪地区６市町村教育委員会との連携） 

(1) 国宝、国の重要文化財について 

(2) 諏訪大社の歴史及び関係神社について 

(3) 縄文、弥生文化遺産について 

(4) 中仙道、甲州街道の遺産について 

２．諏訪地域の文化遺産の保存、活用について 

３．諏訪地域の自然遺産について 

 

寺子屋部会 

 第１回部会  平成 30 年 11 月初旬 

・「書き損じハガキ キャンペーン 2018」協力依頼 

・基本的活動計画の確認 

第２回部会  平成 30 年 12 月初旬 

・各地区の情報交換 

・回収ボックス・ポスター・チラシ配布 
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第３回部会  平成 31 年２月下旬 

・最終集計 

・ユネスコ協会連盟からの感謝状 

・各地区教育長宛て・学校長宛の礼状 

 

環境問題推進部会 
１． 平成 27 年度諏訪湖アダプトプログラム参加 

実施区間番号№15  諏訪石彫公園周辺 

第１回 ６月 ６日(水)  時間 ９：00～10：00 

第２回 ７月 12 日(木)  時間 ９：00～10：00 

第３回 ９月 14 日(金)  時間 ９：00～10：00 

２．諏訪湖アダプトプログラム報告会参加 

平成 31 年３月中旬  

 

広報部会 
１．広報紙「諏訪ユネスコ通信」年３回の発行 

第 22 号：平成 30 年 ７月 31 日 発行 

第 23 号：平成 30 年 11 月 30 日 発行 

第 24 号：平成 31 年 ３月 31 日 発行 

２．諏訪地区内報道機関へのＰＲ活動 

広報紙の配布、各部会事業活動の広報 

３．ユネスコ協会連盟へ提出書類の作成、事業活動の広報 

４．長野県下、各ユネスコ協会への広報活動、広報紙の配布等 

５．ホームページの管理 

６．「中部東ブロックユネスコ活動研究会 in 諏訪」 

  ・広報：開催要項、大会冊子の作成 

  ・記録、写真 
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収　　入 単位：円

科　　目
平成29年度

決算額
平成30年度

予算額
備　　　　考

会　　費 323,000 325,000 一般会員65

活動事業収入 14,079 14,000 諏訪湖アダプト活動支援金

募金収入 362,358 350,000 書き損じハガキ募金(世界寺子屋運動）

雑収入 3,002 3,000 書き損じハガキ運動助成金

前年度繰越金 366,997 240,526

合　　計 1,069,436 932,526

支　　出

科　　目
平成29年度

決算額
平成30年度

予算額
備　　　　考

事務費 334,024 200,000
通信費・活動支援費・印刷・消耗品費・交通費
交際費・運搬・雑費他

会議費 4,824 20,000

事業費 42,908 92,000
地域遺産部会 1,000 円・広報部会 20,000 円
地域実践部会 1,000 円・寺子屋部会 70,000 円

分担金 84,796 65,000 日本ユネスコ協会連盟分担金

募金支出 362,358 350,000 書き損じハガキ募金(世界寺子屋運動)

予備費 205,526

次期繰越金 240,526

合　　計　 1,069,436 932,526

平成３０年度収支予算書(案)

(平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
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平成３０年度諏訪ユネスコ協会役員(案) 

役  職 氏  名 住  所 

顧 問 矢崎 和広 茅野市 

顧 問 牛山  俊 茅野市 

会 長 矢崎 靖雄 茅野市 

副会長 濵 三千治 岡谷市 

副会長 木村 紀穂 茅野市 

事務局長 安藤理恵子 諏訪市 

会計担当理事 永由 恒司 諏訪市 

理 事 小口 智達 岡谷市 

理 事 玉舎興三郎 下諏訪町 

理 事 金子 田美 諏訪市 

理 事 五味 功 茅野市 

理 事 田村 満理 茅野市 

理 事 清水 勝喜 原村 

理 事 川合 双葉 富士見町 

監 事 高林 徳枝 諏訪市 

監 事 濱  善夫 下諏訪町 
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諏訪ユネスコ協会会則 

第１章 総   則 

第１条（名称） 

本会は「諏訪ユネスコ協会」と称する。 

第２条（事務所） 

本会の事務所を会長宅に置く。 

第３条（目的） 

本会は、ユネスコ憲章の精神に基づいてユネスコ活動の実践を通し、広く国際社会の

進歩と向上に貢献しうる人格の形成をはかり、もって世界の平和と人類の福祉に寄与

することを目的とする。 

第 4条（活動方針と事業） 

本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 

(1)ユネスコ精神の理解と普及をはかるための事業 

(2)国際理解教育をはるための事業  

 イ 平和、国際理解のための研究会、映画界、展示会等の実施 

 ロ 戦争体験を伝えるための資料の収集と出版 

 ハ 平和教育、環境教育のカリキュラム作成と実践 

 ニ その他 

(3)新しい文化の創造をはかるための事業 

 イ 異文化理解を促進するための研修会の実施や人物交流 

 ロ 地域文化を理解するための諸活動 

 ハ 世界遺産・地域遺産を保存するための研究会、講演会、未来遺産、運動の

実施 

 ニ その他 

(4)科学の発展とよりよい環境を創造する為の事業 

 イ 世界平和に貢献しうる科学技術についての研究会実施 

 ロ 地球環境の問題を考える研究会の実施や具体的実践活動 

 ハ その他上記の事項を広く市民に知らせるための展示会等の実施 

(5)国際協力と交流をはかるめための事業  
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 イ 世界寺子屋運動等、発展途上国の人々への協力事業 

 ロ ユネスコ関係者の招へいおよび派遣 

 ハ 文通や活動交換・交流 

(6)青少年の育成ををはかるめための事業  

 イ ユネスコ・スクールの促進と活動の継続実施 

 ロ 青年ユネスコ活動の育成と援助 

(7)ユネスコ、日本ユネスコ国内委員会、社団法人日本ユネスコ協会連盟、 

  長野県ユネスコ連絡協議会の事業への協力 

(8)隣接ユネスコ協会および関係諸団体との提携、協力 

第２章 会   員 

第５条（会員） 

1. 本会の目的に賛同し、その事業に積極的に参加し、所定の会費を負担するものをもっ

て会員とする。 

2. 会員たる資格は、人種・国籍・性別・信条・その他いかなる政治的・経済的・社会的

差異によっても奪われることはない。 

3. 会員の種別は次の通りとする。 

(a)個人会員     ①維持会員 

                    ②一般会員 

                    ③学生会員 

前頁に関する細目は別に定める。 

第６条（会費） 

1. 会員は会費を負担する義務を負う。 

2. 前頁に関する細目は別に定める。 

第７条（入会・退会） 

本会への入会及び退会は理事会の承認を必要とする。 

第３章 役員および事務局 

第８条（役員） 
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1. 本会に次の役員をおく。 

(a)会長   １名 

(b)副会長  若干名 

(c)理事   ７名以上 13名以内 

(d)会計   １名 

(e)監事   ２名  

2. 必要な場合には、前頁に記された役員以外に次の役員をおくことができる。 

(a)名誉会長 １名 

(b)顧問   若干名 

第９条（役員の選出） 

1. 会長、理事および監事は総会において会員の中から選出される。 

2. 副会長は理事の互選で選出し、会長が任命する。 

3. 会計、名誉会長及び顧問は、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。 

第 10条（役員の任務） 

1. 会長は本会を総理し、代表する。 

2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順序にしたが

い、その職務を代行する。 

3. 理事は理事会を組織し、本会の運営、資金の管理等につき責任を負う。 

4. 会計は本会の会計の任務に当る。 

5. 監事は本会の会計に関し、監査の任務をもつ。 

第 11条（役員の任期） 

役員の任期は２年とし、連続重任は最大３期までとする。 

第 12条（事務局） 

1. 本会に事務局を設け、事務局長および事務職員をおくことができる。 

2. 事務局長および事務職員は理事会の承認を得て、会長が任免する。 

3. 事務局に関する規定は理事会において別に定める。 

第４章 会   議 

第 13条（会議） 

1. 本会の会議は総会、理事会とし、いずれも会長が招集する。議長には会長があたる。 

2. 総会は全会員、理事会は会長及び理事をもって構成する。 
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3. 会議は、委任状を含め定数の３分の１以上の出席をえて成立する。 

4. 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

第 14条（総会） 

総会は年１回５月に開き、次の事項を決議する。 

(1)事前計画、事業報告の承認 

(2)予算および決算の承認 

(3)役員の選出、解任 

(4)会則の変更 

(5)その他必要な事項 

第 15条（臨時総会） 

前条で定められた総会以外に、次の場合には臨時総会を開くことができる。 

(1)会長が必要と認めた場合 

(2)理事の過半数の要求があった場合 

(3)会員の３分の１の要求があった場合 

前２項の場合、会長は要求が文章で提出されてから 20日以内に臨時総会を招集しなければ

ならない。 

第 16条（理事会） 

理事会は原則として月１回以上開き、次の事項を審議する。 

(1)業務執行に関する事項 

(2)補欠役員の選出 

(3)入会者、退会者の承認 

(4)その他必要な事項 

第５章 運営委員会・専門委員会 

第 17条（運営委員会） 

1. 第４条に掲げる事業を推進するため運営委員会を設けることができる。 

2. 運営委員会の委員は、会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する。 

3. 前頁に関する細目は別に定める。 

第 18条（専門委員会） 

1. 会長は、理事会の議を経て、各種の専門委員会を設けることができる。 

2. 専門委員会は専門領域の事業について、企画・運営・実施にあたる。 

3. 専門委員会の委員は、会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する 。 
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第６章 会   計 

第 19条（経費） 

本会の経費は、会費、補助金、寄附金、事業収入による。 

第 20条（会計年度） 

本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

第７章 雑  則 

第 21条（会則の変更） 

本会則の変更は、会員の 10分の 1以上の発議により、総会において出席者の３分の

２以上の賛成を得て成立する。 

第 22条（日本ユネスコ協会連盟加入） 

本会は社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体会員として加入する。 

第 23条（宗教・政治活動の禁止） 

本会は特定の宗教および政治活動は一切行わない。 

付   則 

1. 本会則は日本ユネスコ協会連盟加入の日である 2011年（平成 23年）４月１６日より

施行する。 

  ２．２０１７年（平成２９年）一部改正 
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２０１８年度 諏訪ユネスコ協会組織 

                           

顧    問  矢崎和広、牛山 俊 

会    長  矢崎靖雄 

副  会  長 濱三千治 木村紀穂 

会 計 担 当 永由恒司 

事 務 局：  部長 安藤理恵子  副部長 金子田美 

部員 宮下孝正・黒川内永子 

 

地域遺産部会： 部長 清水勝喜  副部長 木村紀穂・五味功 

部員 金子ゆかり・朝倉清・橋場実・樋口敏之・金子勝弘・山本博幸・岩

波豊明・野澤明夫・小松一平 

 

寺子屋部会：  部長 玉舎興三郎  副部長 高林徳枝 

部員 小口智達・川合双葉・小池巻彦・伊藤美恵・中村房子 

水野政利・宮澤節子・笠原米子・武井美紀子・河西暢子・ 

小林民恵・金子喜彦・矢野要子・矢崎文子・北田耕一郎・ 

平林治行・八幡義雄・近藤一美・今井愛郎・松本真梨子・ 

北原とらゑ・松木典子・松下敦子 

 

環境問題推進部会： 

 部長 濱三千治  副部長 永由恒司 

部員 木村和利・立木三彦・湯田坂玲子・樋口馨・原昭一 

    

 

ユネスコスクール推進部会： 

部長 矢崎靖雄  副部長 田村満理  

部員 金子田美・後藤明美・北沢千登勢・山田利幸・曽根原正樹・ 

小林一博・吉川 豪・中村麻子・渡辺綾・深井恵子 

    

広 報 部 会：部長 濱勝也  副部長 濱善夫  

部員 安藤理恵子・谷沢信憙・横森英子・五味 功 
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諏訪ユネスコ協会会員名簿（2018.5.14）

番号 氏　名 住　　所 番号 氏　名 住　　所

1 顧　問 矢崎　和広 茅野市仲町　 34 会　員 今井　愛郎 諏訪市上諏訪　

2 顧　問 牛山　　俊 茅野市豊平 35 会　員 水野　政利 諏訪市中洲　

3 会　長 矢崎　靖雄 茅野市塚原　 36 会　員 小林　民恵 諏訪市湖南　

4 副会長 木村　紀穂 茅野市湖東 37 会　員 金子　喜彦 諏訪市湖南　

5 副会長 濵　三千治 岡谷市中央町 38 会　員 矢野　要子 諏訪市四賀　

6 事務局長 安藤　理恵子 諏訪市中洲　 39 会　員 宮澤　節子 諏訪市上川

7 会計理事 永由 恒司 諏訪市大字中洲 40 会　員 小松　一平 茅野市北山　

8 理  事 金子 田美 諏訪市湖南 41 会　員 矢崎　文子 諏訪市四賀　

9 理  事 清水　勝喜 原村柏木　 42 会　員 北田　耕一郎 原村　

10 理　事 川合　双葉 富士見町富士見 43 会　員 岩波　豊明 諏訪市中洲　

11 理　事 五味　　功 茅野市ちの　 44 会　員 平林　治行 諏訪市豊田文出　

12 理　事 田村　満理 茅野市北山　 45 会　員 八幡　義雄 諏訪市湖南　

13 理　事 小口　智達 岡谷市湖畔　 46 会　員 北沢　千登勢 茅野市玉川　

14 理　事 玉舎　興三郎 下諏訪町南四王 47 会　員 樋口　敏之 茅野市塚原　

15 監　事 高林　徳枝 武蔵野市吉祥寺南町 48 会　員 笠原　米子 諏訪市中洲　

16 監　事 濵　　善夫 下諏訪町湖畔町南　 49 会　員 近藤　一美 諏訪市中洲　

17 会　員 小池　巻彦 富士見町立沢 50 会　員 後藤　明美 諏訪市上川

18 会　員 武井　美紀子 岡谷市堀ノ内　 51 会　員 山田利幸 岡谷市長地小萩

19 会　員 谷沢　信憙 諏訪市中洲　 52 会　員 朝倉　清 茅野市北山

20 会　員 木村　和利 茅野市ちの　 53 会　員 北原とらゑ 諏訪市中洲

21 会　員 立木　三彦 茅野市泉野　 54 会　員 松本真梨子 諏訪市高島

22 会　員 湯田坂　玲子 茅野市本町西 55 会　員 金子ゆかり 諏訪市高島

23 会　員 黒河内　永子 下諏訪町御田町　 56 会　員 金子　勝弘 諏訪市湖南　

24 会　員 中村　房子 原　村　 57 会　員 曽根原正樹 下諏訪町

25 会　員 横森　英子 諏訪市四賀　 58 会　員 小林一博 茅野市宮川

26 会　員 河西　暢子 諏訪市上諏訪 59 会　員 吉川　豪 富士見町富士見

27 会　員 宮下　孝正 諏訪市清水　 60 会　員 山本　博幸 東京都江戸川区 

28 会　員 濵　　勝也 諏訪市大和　 61 会　員 松木典子 諏訪洲赤沼

29 会　員 伊藤　美恵 茅野市宮川　 62 会　員 中村麻子 茅野市中大塩

30 会　員 野澤　明夫 茅野市湖東　 63 会　員 渡辺　綾 茅野市豊平

31 会　員 樋口　　馨 茅野市塚原　 64 会　員 深井恵子 茅野市玉川

32 会　員 原　　昭一 下諏訪町　 65 会　員 松下敦子 諏訪市湖南

33 会　員 橋場　　実 諏訪市上川　

 

 


