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曹青ニュース・スポット

高橋英寛 新潟県曹洞宗青年会
香村一孝 曹洞宗静岡県
 第一宗務所青年会

執 行 部

管 区 理 事

事務局次長 早船素英 埼玉県第一宗務所青年会
会計 神谷俊英 北海道第一宗務所青年会

庶務 奥村孝裕 北海道第二宗務所青年会
 櫻井尚孝 静岡第三同志会

庶務 瀧澤勝俊 曹洞宗福島県青年会
 来馬司龍 曹洞宗埼玉県第二宗務所青年会

副会長

中村  嘉秀
愛知県第一曹洞宗青年会

第15期からの３期６年間、全曹青の活動を通して素晴らし
い出会いと感動をいただきました。この貴重な経験を今後
に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

青少年教化委員長

慶德  雄仁
岩手県曹洞宗青年会

2年間を通して、ふれあいのある教化活動を
させていただきました。活動報告は『般若』よ
り確認できます。有り難うございました。

副会長

久間  泰弘
曹洞宗福島県青年会

札幌総会や組織改編を通じ、個人と組織の関
係性を熟考させられた2年間でした。ご教導
頂きました皆様、ありがとうございました。

顧問

宮寺  守正
曹洞宗埼玉県第二宗務所青年会

約9年にわたり、全曹青の活動にかかわらせ
て頂いた。 常に、向上心を忘れず、青年僧侶
の感覚を持ち続けねばならぬと思った。

会長

芳村  元悟
北海道第二宗務所青年会

何かが出来るのではないかと、そう思いながら
過ごし続けた2年間でしたが、気がつくと周りの
みんなが全部してくれていた2年間でありました。

副会長

長井  峰宗
佐賀県曹洞宗青年会

様々なご縁に恵まれ、支えられ、素晴らしい出会いと感動
をいただきました。この経験を今後の青年会に必ずや活か
していきたいと思います。本当にありがとうございました。

広報委員長

河村  康仁
千葉県曹洞宗青年会

『そうせい』の編集を通して法縁が活きている
ことを痛感しました。ここで得られたものを
人生に活かして参りたいと思います。

総務委員長

森　如謙
曹洞宗岐阜県青年会

全曹青全体の円滑な運営を心がけた２年間で
した。その間、様々な方々にお世話になりま
した。ありがとうございました。

IT委員長

吉澤  光雲
曹洞宗長野県第一青年会

私たちが暮らしている今は過去に生きた人々
の勇気ある行動が積み重なってできてきまし
た。未来に勇気を。Imagine Future.

法式委員長

菅原  研洲
宮城県曹洞宗青年会

宗乗も経論も法式も、参究の姿勢は「如是我
聞・信受奉行」に尽きます。ご協力いただい
た皆さま、ありがとうございました。合掌

ボランティア委員長

瀬田  啓道
曹洞宗鳥取県青年会

偉大なる諸先輩方にはご指導＆激励をいただ
きありがとうございました。今後のボランテ
ィア活動の更なる発展をご祈念申し上げます。

北海道

芹田  尚典
北海道
第一宗務所青年会

北信越

荒井  徹成
曹洞宗
石川県青年会

事務局長

高垣  晶敬
北海道第一宗務所青年会

大役を務めさせていただき、自分の非力さを知ったと同時に
仲間に支えられている事を感じました。『スマイル』を届けるつ
もりが与えられたのは自分でした。本当にお世話になりました。

任期中、ありがとうございました。
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監  事

副委員長 山根宗信 曹洞宗鳥取県青年会
庶務 大久保厚志 曹洞宗岐阜県青年会
会計 山澤顕雄 山形県曹洞宗青年会
委員 加藤勤也 北海道第三宗務所青年会
 藤原孝徳 北海道第一宗務所青年会
 松澤宗峰 北海道第二宗務所青年会

副委員長 青野貴芳 曹洞宗静岡県第一宗務所青年会
 板倉省吾 いずも曹洞宗青年会
委員 志保見道一 個人会員
 吉田義弘 宮城県曹洞宗青年会
 松岡広也 曹洞宗静岡県第一宗務所青年会
 関根和明 埼玉県第一宗務所青年会
委託委員 大村則道 大室英暁
 狩野晃一 川口高裕
 藤木総宣 藤原　敦
 古山健一

副委員長 白澤雪俊 青森県曹洞宗青年会
委員 秋吉龍成 鹿児島県曹洞宗青年会
 加藤康由 東三河曹洞宗青年会
 角　光全 山口県曹洞宗青年会
 諸岡幹哉 京都曹洞宗青年会
 南　秀典 茨城県曹洞宗青年会

副委員長 新川泰道 秋田県曹洞宗青年会
委員 大徳順覚 茨城県曹洞宗青年会
 宮下俊哉 曹洞宗長野県第一青年会
 市岡宜展 曹洞宗岐阜県青年会
 袴谷憲由 北海道第三宗務所青年会
 山口尊生 熊本県曹洞宗青年会

副委員長 桑山良規 和歌山県曹洞宗青年会
会計 市川輝博 曹洞宗静岡県第一宗務所青年会
委員 光英覚法 福島県曹洞宗青年会
 永島昌英 新潟県曹洞宗青年会
 森永良徳 佐賀県曹洞宗青年会

副委員長 福岡一哉 曹洞宗山梨県青年会
 高木一晃 四国地区曹洞宗青年会
庶務 平岡憲道 広島県曹洞宗青年会
会計 倉島隆行 三重県曹洞宗青年会
委員 一山智道 宮崎県曹洞宗青年会
 岡本真宰 曹洞宗長野県第一青年会

近畿

杉山  雄峰
大阪曹洞宗
青年会

東北

中沢  宏哉
秋田県曹洞宗
青年会

中国

宇田  治徳
広島県曹洞宗
青年会

四国

伊藤  和人
四国地区曹洞宗
青年会

関東

田中  秀一
千葉県曹洞宗
青年会

東海

嶋田  英淳
照自会（曹洞宗静岡県
第四宗務所青年会）

九州

持地  俊一
福岡県曹洞宗
青年会

新期スタート！！─18期目のビッグチェンジ─
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