
 

（平成２５年６月１日現在）会　員　名　簿

特　別　会　員 ８（団体 ）

賛　助　会　員 １１８（人・団体）

　

 

 全国農業協同組合連合会山形県本部 （ＪＡ全農山形)  

 全国共済農業協同組合連合会山形県本部   

 (一社)山形県建設業協会   

 (一社)山形県銀行協会                           

 ㈱ヤマザワ  

㈱きらやか銀行  

置賜建設㈱ 

 ワイエム技研㈱  

藤庄印刷㈱  

㈱山形銀行  

㈱山形クボタ 

 協同薬品工業㈱ 

 トヨタカローラ山形㈱ 

 山形日信電子㈱ 

 ㈱加藤紙器  

ミツミ電機㈱山形事業所  

㈱マルヰ  
山形県自転車軽自動車商協同組

合  

山形県私立学校総連合会  

㈱主婦の店 鶴岡店  

鶴岡信用金庫 

 ㈱トガシス  

㈱荘内銀行  

水澤化学工業㈱ 水沢工場  

鶴岡建設㈱  

東北パイオニア㈱  

㈱王祇建設 

 ㈱斎藤農機製作所 

 ㈱ト一屋  

國井建設㈱ 

 升川建設㈱  

大井建設㈱  

 阿星 嘉彦 

山形スリーエム㈱  
 

 エムテックスマツムラ㈱ 尾花沢事業所  

山形経済同友会  

㈱エフエム山形  

山形県青少年育成アドバイザー協議会 

 山形県書店商業組合  

㈱天野左官  

白鷹キリスト教会  

秋葉良一  

医療法人社団多田医院  

 蔵王米菓㈱ 

 高梨建設㈱  

城東機械製造㈱  

㈱丸勘青果市場  

山形県ボウリング場協会 

 山形県アミューズメント施設営業者協

会  

山形県社会福祉協議会 

 有限会社くまがい  

㈱エイアンドシー  

㈱テレビユー山形  

 山形県医師会 

 山形信用金庫  

山形県カラオケスタジオ協会  
山形県コンビニエンスストア等防犯対策協議会 

 ㈱山本製作所 

 ㈱渡会電気土木 

T P R 工業㈱  

日東ベスト㈱  

㈱菅原工務所  

荘内証券㈱  

㈱黒田組 
 

  ㈱平尾工務店 

 ㈲静林 

 不二工業㈱ 

 山形地区保護司会  

坂部印刷㈱  

天真学園高等学校  

佐藤 広文 

 ㈱置賜農機商会  
山形県社交飲食業生活衛生同業組合 

 ㈱平山孫兵衛商店  
社会福祉法人白鷹会あらと保育園  

村山市青少年育成推進員協議会  

医療法人社団仁陽堂外田医院 

㈱パイオニア自動車 

 村山地区少年補導連絡会 

 小形アカデミーホーム㈱  

和田酒造合資会社  

有限会社 澤   
 日本生命保険相互会社山形支社 

 ㈱山口製作所  

最北地区少年補導員連絡協議会  

㈱三益堂 

山形県遊技業防犯協力会 

高畠町青少年育成推進員会  

 伊藤 康則 

(有)タカハシ建装 

(社)山形県看護協会 

野澤 伸治 
 
 

山形県農業協同組合中央会  

ｆ(山形テレビ)  

弥満和精機工業㈱  

㈱小嶋総本店  

米沢信用金庫  
東京通信機工業㈱ 米沢工場 

 ㈶三友堂病院  

㈲山木鈴木商店 

 ㈱松岬自動車学校  

フジクラ電装㈱ 

 ㈱ナウエル  

山形建設㈱  

冨士鉱油㈱  

山形第一信用組合  

㈱三奥屋  

山形おきたま農業協同組合  

光洋精機㈱  

山形ダイハツ販売㈱  

葉山建設㈱  

㈱ニクニ 白鷹 

庄内交通㈱  

鶴岡計器㈱ 

新庄信用金庫  

㈱丸定  

宗教法人 善宝寺  

㈱大風印刷  

山形いすず自動車㈱  

遠藤商事㈱  

㈱ヤマコー 

㈱でん六 
 

    

山形放送㈱  

 ㈱二十二 

出羽三山神社   

高橋畜産食肉㈱ 



 

※個人会員　１，０８２（人）

団　体　会　員 １６７（団体）

東北電力㈱山形支店  

山形県ＢＢＳ連盟 

 山形県高等学校長会 

 山形県ＰＴＡ連合会  

山形県子ども会育成連合会  

山形県興行生活衛生同業組合  

（一社）山形県労働基準協会連合会 

 日本赤十字社山形県支部  

（公社）山形県防犯協会連合会  

山形市青少年市民会議  

（財）山形県体育協会  

山形県中学校長会  

山形県連合小学校長会 

 日本たばこ産業㈱ 山形営業所 

 高島電機㈱  

山形中央高等学校  

山形工業高等学校 

 山形東高等学校  

山形城北高等学校  

山形北高等学校  

山形西高等学校  

山形県緑の少年団連盟  

山形市立第三中学校ＰＴＡ  

日本大学山形高等学校・中学校  

山形南高等学校  

山形市立商業高等学校 

 山形明正高等学校 

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ山形県連盟 

山形市立第一中学校  

山形県婦人連盟  

上山市青少年育成市民会議  

（公社）天童青年会議所  

国際ソロプチミスト天童 

天童高等学校  

山辺町青少年育成連絡協議会  

中山町青少年育成町民会議 

 寒河江市青少年育成市民会議 

 寒河江市立陵西中学校父母と教師の会 

 寒河江市立三泉小学校父母と教師の会 

 （社）寒河江青年会議所 

 寒河江工業高等学校  

河北町青少年育成町民会議 

 谷地中部小学校父母と教師の会 

 谷地高等学校  

河北町婦人会 

 西川町青少年育成町民会議  

西川ライオンズクラブ  

朝日町青少年育成町民会議  

朝日中学校父母と教師の会  

朝日町立大谷小学校父母と教師の会  

左沢高等学校  

大江町青少年育成町民会議  

大江町立本郷東小学校ＰＴＡ  

村山市青少年育成市民会議  

楯岡高等学校  

北村山地区小学校長会 

北村山地区中学校長会 
 

楯岡高等学校 北村山地区小学校

長会 北村山地区中学校長会 北

村山地区小中学校教頭会 村山農

業高等学校 東根市青少年育成市

民会議 東根工業高等学校 東根

市連合婦人会 会長 齋藤 節子 

尾花沢市青少年育成市民会議 北

村山高等学校 大石田町青少年育

成町民会議 新庄市青少年育成市

民会議 新庄南高等学校 金山町

青少年育成町民会議 金山高等学

校 最上町青少年育成町民会議 

最上町立向町小学校 最上町立大

堀小学校 舟形町青少年育成町民

会議 真室川高等学校 大蔵村青

少年育成村民会議 大蔵村婦人会  

鮭川村青少年育成村民の会 戸沢

村青少年育成村民会議 米沢市青

少年育成市民会議 米沢東高等学

校修誠会 明るい社会づくり置賜地

区推進協議会 立正佼成会米沢教

会 九里学園高等学校 米沢中央

高等学校 南陽市青少年育成市民

会議 南陽高等学校 南陽市小学

校長会 南陽市連合婦人会 大場 

智子 高畠町青少年育成町民会議 

高畠高等学校ＰＴＡ 高畠町連合校

長会 川西町青少年育成町民会議 

川西町小中学校校長会 長井市ま

ちづくり青少年育成市民会議 長

井工業高等学校ＰＴＡ 西置賜地区

中学校長会 齋藤芳昭 西置賜地

区小学校長会  国際ソロプチミス

ト長井 会長 石山 泰子 小国高

等学校 白鷹町青少年育成町民会

議 白鷹町立鷹山小学校ＰＴＡ 荒

砥高等学校 飯豊町青少年育成町

民会議 鶴岡市青少年育成市民会

議 鶴岡北高等学校 鶴岡工業高

等学校 鶴岡南高等学校 鶴岡中

央高等学校 鶴岡地域婦人会 斉

藤 春子 庄内総合高等学校 藤島

地域青少年育成協議会      
 

鶴岡市立朝日中学校ＰＴＡ 朝日かた

くりの子「四つの運動」育成協議会 

酒田北高等学校 酒田商業高等学校 

酒田工業高等学校 遊佐高等学校 

遊佐町蕨岡地区婦人会  遊佐町稲

川地区婦人会 鈴木 たみ子 遊佐

町遊佐地区婦人会 阿部瑛 遊佐町

西遊佐地区婦人会 工藤 久美子 

真室川町青少年育成町民会議 置賜

農業高等学校 大江町高校生を持つ

親の会 (公)日本青年会議所東北地

区山形ﾌﾞﾛｯｸ協議会 山辺町子ども

会育成連合会 尾花沢市立尾花沢中

学校 酒田西高等学校PTA会 国際ソ

ロプチミスト山形 高橋 永子 ㈲平

安 若松 延幸 新庄市立萩野中学校 

天真学園高等学校 庄内町青少年育

成町民会議 山形県民生委員児童委

員協議会 会長天野禎二 山形市立

南沼原小学校 山形市立第七小学校 

新庄市立昭和小学校 天童市立高擶

小学校 寒河江市立陵南中学校 舟

形町立富長小学校 山形県たばこ販

売協議会 山形市立第十中学校 遊

佐町青少年育成協議会 飽海地区高

等学校生徒指導連絡協議会 山形市

立第二中学校 米沢地区少年補導連

絡協議会 長井地区少年補導員連絡

協議会 大蔵村青少年育成推進員会 

庄内町立立川中学校PTA クリーン

サービス（株） 鶴岡市交通安全母の

会連合会 井上 達也 山形県小売酒

販組合連合会 鶴岡市青少年育成推

進員連絡協議会 山形市青少年育成

推進員連絡協議会 川西町立小松小

学校父母と教師の会 長井市立長井

北小学校ＰＴＡ 飯豊町立第一小学

校ＰＴＡ 南陽市立中学校長会 長井

北中学校PTA 米沢市小中学校長会 

有限会社ナカムラ薬品 白鷹町立東

中学校ＰＴＡ  

北村山地区小中学校教頭会 

村山農業高等学校 

東根市青少年育成市民会議 

東根工業高等学校 

東根市連合婦人会 

尾花沢市青少年育成市民会議  

北村山高等学校 

大石田町青少年育成町民会議  

新庄市青少年育成市民会議 

新庄南高等学校 

金山町青少年育成町民会議 

金山高等学校  

最上町青少年育成町民会議  

最上町立向町小学校 

最上町立大堀小学校 

舟形町青少年育成町民会議  

真室川高等学校 

 大蔵村青少年育成村民会議  

大蔵村婦人会  

 鮭川村青少年育成村民の会  

戸沢村青少年育成村民会議  

米沢市青少年育成市民会議  

米沢東高等学校修誠会 

 明るい社会づくり置賜地区推進協議会 

 立正佼成会米沢教会  

九里学園高等学校 

 米沢中央高等学校 

 南陽市青少年育成市民会議 

 南陽高等学校  

南陽市小学校長会  

南陽市連合婦人会 

 高畠町青少年育成町民会議 

 高畠高等学校ＰＴＡ 

 高畠町連合校長会 

 川西町青少年育成町民会議  

川西町小中学校校長会  

長井市まちづくり青少年育成市民会議 

 長井工業高等学校ＰＴＡ 

 西置賜地区中学校長会 

 齋藤芳昭 西置賜地区小学校長会 

 国際ソロプチミスト長井  

小国高等学校  

白鷹町青少年育成町民会議  

白鷹町立鷹山小学校ＰＴＡ  

荒砥高等学校 

 飯豊町青少年育成町民会議 

 鶴岡市青少年育成市民会議  

鶴岡北高等学校 

 鶴岡工業高等学校  

鶴岡南高等学校 

 鶴岡中央高等学校 

 鶴岡地域婦人会 

 庄内総合高等学校  

藤島地域青少年育成協議会      

庄内農業高等学校 

 鶴岡市青少年育成市民会議羽黒地区会

議 

 山添高等学校 
 

 鶴岡市立朝日中学校ＰＴＡ 

 朝日かたくりの子「四つの運動」育成協議会 

酒田商業高等学校  

遊佐高等学校  

遊佐町蕨岡地区婦人会  

遊佐町稲川地区婦人会  

遊佐町遊佐地区婦人会  

遊佐町西遊佐地区婦人会 

真室川町青少年育成町民会議  

置賜農業高等学校  

大江町高校生を持つ親の会 
(公)日本青年会議所東北地区山形ﾌﾞﾛｯｸ協議会 

山辺町子ども会育成連合会 

尾花沢市立尾花沢中学校 

酒田西高等学校PTA会  

国際ソロプチミスト山形 

㈲平安 若松 延幸  

新庄市立萩野中学校  

天真学園高等学校  

庄内町青少年育成町民会議 

山形県民生委員児童委員協議会 

山形市立南沼原小学校  

山形市立第七小学校 

新庄市立昭和小学校 

天童市立高擶小学校 

寒河江市立陵南中学校  

舟形町立富長小学校 

山形県たばこ販売協議会 

山形市立第十中学校  

遊佐町青少年育成協議会 

飽海地区高等学校生徒指導連絡協議会 

山形市立第二中学校  

米沢地区少年補導連絡協議会  

長井地区少年補導員連絡協議会  

大蔵村青少年育成推進員会 

庄内町立立川中学校PTA 

クリーンサービス（株） 

鶴岡市交通安全母の会連合会 

山形市ボランティア協議会 井上達也 

山形県小売酒販組合連合会  

鶴岡市青少年育成推進員連絡協議会 

山形市青少年育成推進員連絡協議会 

川西町立小松小学校父母と教師の会 

長井市立長井北中学校ＰＴＡ  

飯豊町立第一小学校ＰＴＡ 

南陽市立中学校長会  

米沢市小中学校長会 

有限会社ナカムラ薬品  

白鷹町立東中学校ＰＴＡ  

寒河江市子ども会育成連合会 

山辺町立大寺小学校 

南陽市青少年育成推進員会  

酒田市青少年育成推進員会  
 
 
 
 

                                                 (敬称略、順不同）  


