
 陰元　潤一  (6)
 須釜　直哉  (9)
 松井　高志  (4)
 犬嶋 由香里 (5)
 梅内　 豊   (2)
 佐藤　正樹 (13)

（20名）

布川　将義

関　孝則 土本　学

多田　和則

柴田　卓磨
岸　啓二

福士　宗光

前田　昭二

新入会員

石田　浩士

杉岡　清俊

関　孝則

小野木　完司

佐藤　晋平

井上　一弥

矢野　絢美

白府　義哉 我孫子　智
越智　一治 工藤　孝史 小原　俊介

吉田　了司

佐藤　正人 副部会長 嶋田　洋介

村木　竜也

福井　智明 加藤　景
３０周年担当部会

部 会 長 幹　 事 部 　会　 員
３０周年担当副会長 保住　輝明 眞柄　基 古川　雅朗 渡部　恭男 千田　俊文

会計・組織担当
部 会 長

 片岡 建太郎

副部会長

宮下　直樹 岩渕　人士 中山　宏治 石郷岡　隆

副部会長 松原　智明
佐藤　友昭

鈴木　穂 柴村　繁偉
鶴見　拓生 新入会員 村上　讓 後藤　一樹 金田　清一

総会・役員会担当部会

部 会 長 幹   事 部　 会 　員
総務担当副会長 福島　康弘 織田　大輔 林　孝俊 横山　真也
 前川　貴徳 

小山　遼子 小鍛冶　貴彦 中村　英明

古内　克弥 新入会員
桑山　拓真

岡部　信吾

佐々木　雄次
長尾　ノリ子

池崎　潤
溝渕　健治 中上　崇司

阿部　直光 副部会長 都築　宏宗
堀　雅宏

樋口　厚良 小仲　亜美
研修担当部会

部 会 長 幹　 事 部 　会　 員
研修担当副会長 長谷川　美穂 井口　光太

脇坂　肇

福居　力哉 宗方　淳剛犬嶋　由香里

早川　知美 佐藤　公保 清野　由治 湯川　大
齊藤　清実 市川　和良 三昧　威彦 工藤　政明

前田　祥臣 新入会員

佐藤　正樹

朝倉　護 山浦　徳久

金　大器
部 　会　 員

 竹中　博樹 副部会長

須釜　直哉

坂東　和彦 伊藤　俊洋
広報担当部会

部 会 長 幹　 事
広報担当副会長  日浦　雅明 菊池　輝仙 松井　高志 齊藤　文雄

奥山　翔太 石黒　宏幸 久保　幸樹 酒井　敦史
安齋　香 足利　啓一 及川　雄介 安達　一喜

梅津　竜也 新入会員 柳瀬　尚樹 上諏訪　充史 宮本　光生

多湖　道章 古川　隆一 酒井　尚也
伊藤　靖記 副部会長 本間　朗史 南　康久 井瀬　準 奥山　忠樹

体験交流部会

部 会 長 幹　 事 部 　会　 員

小鍛冶　洋介

南　優香
小澤　輝真

舘野　隆
齊藤　仁

小岸　芳行

玉井　靖 三浦　昌直
板倉　建太郎 久々津　裕介 表　広巳

渡部　大吾 副部会長 島元　宏忠

川田　真範

佐渡　弓浩

松尾　孝紀
住吉　赴夫

熊谷　義秀

体験交流担当副会長 高橋　隆治

新入会員担当副会長 坂田　暁洋 小川　真吾 梅内　豊 勝浦　隆博 本田　稔

蒲生　恵介

新入会員担当部会

部 会 長 幹   事 部　 会 　員

塚本　泰造 新入会員 新井　誠

江口　豊

中静　一棋 佐川　弘一 山谷　謙太
門馬　慎 前川　典子 盛田　年和

桑田　健二
藤原　正人 新入会員 佐藤　佳基 多田　輝 木村　年伸

文入　圭輔 植村　範彦 八島　依子

三浦　孝一

角川　幸治 今野　翔
副部会長 門間　幸弘 石橋　慶一 藤山　英治

北澤　基弘

しんきん北海道担当副会長

ボウリング交流部会

部会長 幹　事 部　会　員

山保　義和 信田　陽平
副部会長 磯辺　将之 小仲　秀俊 内池　秀敏

石田　誠 沼田　哲平

ゴルフ交流部会

部 会 長 新入会員 高木　弘一 小島　健吾 下山　裕晃
秋枝　征典 吉田　雄佑

池田　直人 小野寺　森彦
副部会長 吉田　勝貴

陰元　潤一

山崎　武範 川上　貴史
梅内　優 青木　賢一

大澤　寛晃 柄澤　正樹
（全186名）

ブロック交流部会

部 会 長 幹   事 部　 会 　員
加藤　剛 川村　佳耀

瀧澤　嘉伸

山木　祥生 長谷川　美穂 福島　康弘
会   長 鶴岡　美樹 保住　輝明 鷲田　良二

歴代会長  佐藤　友昭（15） 越智　一治 三井　周一 高橋　隆治 日浦　雅明

歴代会長 会計監査 加藤　剛 秋枝　征典
歴代会長 白府　義哉 昭和会事務局 植村　範彦 坂田　暁洋

歴代会長 柄澤　正樹 名誉会長 竹中　博樹 阿部　直光
歴代会長 役 員 会 前田　繁利  前川　貴徳 佐藤　正人

文入　圭輔
歴代会長 鷲田　良二 吉本　淳一 渡部　大吾 伊藤　靖記

片岡　建太郎

第３号議案　平成30年度組織図
直前会長  工藤　孝史（20） 役員会メンバー
直前会長 監   事 総   会 名誉顧問 大澤　寛晃




