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一般社団法人日本給食経営管理学会 第１期役員一覧 
(2022年4月1日～2023年 9月30日) 

 

理事長    赤尾 正 

副理事長   狩野 恵美子（総務・広報担当） 副理事長 三好 恵子（事業・学術担当） 

 

≪理 事≫ 

朝見 祐也 有馬 幸恵 石川 豊美 石田 裕美 市川 陽子   田丸 淳子 

風見 公子 片山 直美 金光 秀子 亀山 良子    神田 知子 幸林 友男  

國分 葉子 西條 豪 佐藤 愛香 髙戸 良之    髙橋 孝子 登坂 三紀夫  

中村 佐多子 名倉 秀子 原 正美 別所 京子    細山田 洋子 堀内 理恵  

松月 弘恵 山部 秀子 

 

≪代議員≫（50音順） 

 青木 るみ子 赤尾 志 赤尾 正 秋山 聡子 朝見 祐也 有馬 幸恵 

 池田 昌代 石川 豊美 石田 裕美 石田 しづえ 市江 美津昭  市川 陽子  

今井 幸子 岩瀬 靖彦 上杉 宰世 内田 眞理子 梅本 真美     大池 教子  

田丸淳子 大塚 忠義 大槻 尚子 大原 栄二 岡田 まさえ   岡部 哲子  

 小川美弥子 奥村 万寿美 長田 早苗 影山 光代    風見 公子 片山 直美    

桂 博美 加藤 秀雄 加藤 由美子 金光 秀子    狩野 恵美子  亀山 良子    

 神戸 絹代 菊﨑 泰枝 菊田 千景 岸本 律子     木下 伊規子 君羅 満  

木村 靖子 鯨岡 みどり 黒川 通典     神田 知子 幸林 友男 小切間 美保  

國分 葉子 兒島 茜 兒玉 恵里子   小山 洋史     西條 豪 齋藤 長徳  

坂本 薫 佐川 敦子 佐々木 ルリ子  佐藤 理恵子  佐藤 愛香 佐藤 瑶子  

佐野 文美 塩谷 亜希子 品川 喜代美   柴﨑 みゆき 白幡 亜希 杉山 寿美  

鈴木 恵美 角南 祐子 関 千代子 関口 祐介 曽川 美佐子 高城 孝助  

髙戸 良之 髙橋 孝子     田中 俊治 田中 弘美 田中 弥生 谷口 信子  

谷野 永和 田村 朝子     田村 孝志 辻 ひろみ 寺本 あい 徳永 佐枝子  

登坂 三紀夫 冨田 教代     永井 豊 中西 明美 中野 忠雄 中村 佐多子  

名倉 秀子 縄田 敬子     二宮 るみ子  沼口 晶子 野口 美奈 野原 健吾  

原 正美 半田 廣志 平澤 マキ 平田 亜古 藤井 恵子 藤井 茂  

藤田 静子     不破 眞佐子 別所 京子 細山田 洋子 堀内 理恵 堀端 薫  

松井 元子     松月 弘恵 松藤 泰代 松本まりこ 宮本 佳代子 三好 恵子  

望月 ひとみ 森井 沙衣子 山形 純子 山崎 あかね 山下 三香子 山田 正子     

山部 秀子 吉村 智春 渡辺 いつみ 

 

≪監 事≫ 

 平澤 マキ 宮本 佳代子 

 
≪名誉会員≫ 芦川 修貮  鈴木 久乃 殿塚婦美子 福井 富穂 藤原 政嘉 松﨑 政三 
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一般社団法人日本給食経営管理学会 第１期役員一覧 
(2022年4月1日～2023年 9月30日) 

≪委員会・担当≫      （順不同） 
 
編集委員会 委員長 名倉 秀子 副委員長 髙橋 孝子 
 市川 陽子 神田 知子 田村 朝子 桒原 晶子 佐藤 瑶子 
 
総務部 部長 狩野恵美子 
 別所 京子 國分 葉子 梅本 真美 大原 栄二 細山田 洋子 山崎 あかね 
 君羅 満 石川 豊美 風見 公子 菊田 千景 
 
広報部 部長 朝見 祐也  
 有馬 幸恵 秋山 聡子 野原 健吾 
 
事業部 部長 石田 裕美 
研修委員会 委員長 朝見 祐也 副委員長 田丸 淳子 

 片山 直美 原 正美 金光 秀子 岡部 哲子 児島 茜 田村 朝子 
 縄田 敬子 山部 秀子 亀山 良子 西條 豪 堀内 理恵 

 
産学連携委員会 委員長 松月 弘恵 副委員長 登坂 三紀夫 

 市川 陽子 池田 昌代 青木 るみ子 
 
臨地・校外実習振替ＰＧ推進委員会 委員長 朝見 祐也 

 縄田 敬子 佐々木 ルリ子 佐藤 理恵子 望月 ひとみ 
 
スマートミール審査委員会 委員長 市川 陽子 副委員長  田丸 淳子 

 別所 京子 細山田 洋子 奥村 万寿美 風見 公子 佐野 文美 青木 るみ子 
 
栄養情報提供ガイドＷＧ リーダー 中西 明美 
 縄田 敬子 佐野 文美 品川 喜代美 
 
食品データベースＷＧ リーダー 赤尾 正 

 石田 裕美 野原 健吾 
 
学術部 部長 市川 陽子 
研究推進委員会 委員長 松月 弘恵 副委員長 佐藤 愛香 

 中村 佐多子 名倉 秀子 長田 早苗 佐々木 ルリ子 
 
研究倫理・ＣＯＩ委員会 委員長 神田 知子 

 高戸 良之 山崎 あかね 
 
用語検討委員会 委員長 三好恵子 

 赤尾 正 登坂 三紀夫 松月 弘恵 佐藤 愛香 高戸 良之 
 小山 洋史 品川 喜代美 池田 昌代 （楠見 五郎） （上岡 章男） 
 
栄養学学術連合研究推進委員会 委員長 石田 裕美 

 市川 陽子 赤尾 正 桒原 晶子 中西 明美 髙橋 孝子 
 
スマートミール評価検討委員会 委員長 市川 陽子 副委員長 辻 ひろみ 
 田丸 淳子 國分 葉子 佐藤 愛香 佐野 文美 品川 喜代美 別所 京子 
 望月 ひとみ 
学術総会担当 石川 豊美（第 15回2019）,幸林 友男（第 16回2021）,金光 秀子（第17回2022） 


