
　

役　員　等　名　簿　

2010年4月

（敬称略）

 

【代表幹事】　(代表理事）

　 　 桜　井　正　光 　 　

　

【副代表幹事】(業務執行理事）

　 長谷川　閑　史 芦　田　昭　充

小　枝　　　至 數　土　文　夫

萩　原　敏　孝 池　田　弘　一

岩　田　彰一郎 勝　俣　宣　夫

北　山　禎　介 稲　野　和　利

　 髙　須　武　男 石　原　邦　夫

　 長　島　　　徹 新　浪　剛　史

　 前　原　金　一

　 　

　

【専務理事】(代表理事）

　 前　原　金　一 　 　

　

【常務理事】(業務執行理事）

　 伊　藤　清　彦 　 　
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【監査役】(監事）

　 佐々木　　　元 白  川  祐  司

　

野　村　吉三郎 山　岡　建　夫
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【幹事】

秋　池　玲　子 秋　山　　　豪

朝　香　聖　一 渥　美　直　紀

阿　部　　　謙 天　羽　　　稔

有　富　慶　二 有　馬　利　男

飯　塚　哲　哉 飯　村　愼　一

伊佐山　建　志 石　川　裕　子

石　川　　　洋 石　川　　　宏

出　原　洋　三 井　田  義　則

伊　東　信一郎 伊　藤　直　彦

伊　藤　　　守 稲　田　和　房

稲　葉　延　雄 井　上　　　健

岩　尾　啓　一 岩　沙　弘　道

岩　下　　　正 岩　田　喜美枝

岩　本　　　繁 上　野　幹　夫

上　村　多恵子 魚　谷　雅　彦

浮　田　萌　男 宇　治　則　孝

氏　家　純　一 内　田　士　郎

内　永　ゆか子 浦　田　晴　之

浦　野　光　人 江　頭　敏　明

江　幡　真　史 江　原　伸　好

遠　藤　勝　裕 大　江　　　匡

大　川　澄　人 大　倉　　　俊

大　瀧　守　彦 大多和　　　巖

大　塚　良　彦 大　戸　武　元

大　歳　卓　麻 大　橋　洋　治

大　林　剛　郎 大　室　康　一

大和田　　　徹 岡　崎　俊　城

小笠原　範　之 岡　本　圀　衞
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奥　田　陽　一 奥　谷　禮　子

奥　本　洋　三 尾　﨑　英　外

小　野　俊　彦 小野寺　　　正

小　幡　尚　孝 柿　本　寿　明

梶　　　明　彦 梶　川　　　融

柏　木　　　斉 加　瀬　　　豊

片　岡　啓　治 桂　　　靖　雄

門　脇　英　晴 金　子　剛　一

金　丸　恭　文 釜　井　節　生

神　山　治　貴 苅　谷　道　郎

川　合　正　矩 河　合　良　秋

北　野　貴　裕 木　村　惠　司

木　村　　　剛 木　村　廣　道

木　村　彌　一 清　田　　　瞭

久　保　信　一 熊　倉　貞　武

藏　本　誠　三 畔　柳　信　雄

桑　原　道　夫 小　出　寛　治

髙　祖　敏　明 河　野　栄　子

古　賀　哲　夫 古　賀　信　行

小　島　順　彦 後　藤　信　夫

小　林　栄　三 小　林　惠　智

小　林　　　節 小　林　洋　子

小　林　喜　光 駒　村　義　範

小　山　眞　一 近　藤　　　章

斎　藤　聖　美 斎　藤　敏　一

斎　藤　博　明 齋　藤　　　宏

佐々木　晨　二 佐　藤　龍　雄

佐　藤　博　之 佐　藤　正　敏

佐　藤　義　雄 佐　山　展　生

澤　田　秀　雄 志　賀　俊　之

篠　田　和　久 篠　塚　勝　正

4



柴　田　励　司 渋　澤　　　健

下　村　満　子 白　石　　　達

秦　　　喜　秋 新　宅　正　明

陳　野　浩　司 菅　田　史　朗

杉　江　和　男 杉　本　哲　哉

鈴　木　弘　治 鈴　木　登　夫

鈴　木　　　洋 鈴　木　雅　子

鈴　木　康　夫 鈴　木　　　豊

須　田　征　男 関　澤　秀　哲

関　根　　　攻 瀬　戸　　　薫

染　谷　光　男 反　町　勝　夫

髙　島　征　二 髙　田　正　澄

高　萩　光　紀 高　橋　　　温

高　橋　　　衛 高　原　豪　久

髙　部　豊　彦 滝　口　　　進

宅　　　清　光 竹　川　節　男

竹　田　駿　輔 竹　林　義　彦

橘・フクシマ・咲江 立　石　文　雄

田　中　昭　洋 田　中　　　廣

田　沼　千　秋 種　村　良　平

田　幡　直　樹 玉　越　良　介

塚　本　桓　世 辻　本　博　圭

常　陰　　　均 露　木　繁　夫

手　納　美　枝 寺　澤　則　忠

富　樫　直　記 徳　中　暉　久

冨　田　哲　郎 冨　山　和　彦

鳥　原　光　憲 長　江　洋　一

中　川　俊　一 長　瀬　　　眞

長　瀬　朋　彦 長　久　　　厚

中　村　　　明 中　村　公　一

中　村　紀　子 中　村　春　雄
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中　村　雅　信 永　山　　　治

夏　目　　　誠 鍋　島　英　幸

成　田　純　治 鳴　沢　　　隆

西　川　久仁子 西　澤　俊　夫

西　澤　正　俊 西　村　和　義

額　賀　　　信 野木森　雅　郁

野　中　洋　一 橋　本　孝　之

八丁地　　　隆 濱　口　敏　行

林　　　明　夫 伴　　　紀　子

半　田　純　一 坂　東　眞理子

平　野　英　治 平　野　正　雄

廣　瀬　　　修 廣　瀨　　　博

深　澤　恒　一 ｸﾞﾚﾝ･S･ﾌｸｼﾏ

藤　木　保　彦 藤　重　貞　慶

藤　田　　　實 藤　沼　彰　久

藤　本　　　孝 藤　森　義　明

船　津　康　次 船　橋　　　仁

古　内　耕太郎 古　川　紘　一

古　川　令　治 古　田　英　明

細　谷　英　二 程　　　近　智

堀　　　義　人 本　田　勝　彦

前　田　靖　治 増　渕　　　稔

松　井　忠　三 松　井　道　夫

松　尾　憲　治 松　﨑　敏　夫

松　島　正　之 松　田　　　譲

三　浦　善　司 三木谷　浩　史

水　越　さくえ 水　留　浩　一

御　立　尚　資 蓑　田　秀　策

村　井　利　彰 村　上　仁　志

村　上　雅　彦 村　瀬　治　男

籾　井　勝　人 森　　　哲　也
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森　　　浩　生 森　　　正　勝

森　川　　　智 森　口　隆　宏

八　木　和　則 安　田　結　子

安　延　　　申 山　口　千　秋

山　下　　　徹 山　下　俊　史

山　中　信　義 山　脇　　　康

横　尾　敬　介 横　山　隆　

　田　淑　則 吉　村　幸　雄

米　澤　健一郎 米　田　　　隆

林　野　　　宏 チャールズＤ.レイクⅡ

　林　公　平 和久井　康　明

涌　井　洋　治 和　才　博　美

和　田　成　史 渡　辺　憲　二

渡　邊　喜　雄 鰐　渕　美惠子
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