
　　　　　　　　（H31年1月付）

顧　　 　問 貝瀬　輝夫 内野　幸重 北林　照介 梅津　勝子 山中　圏一
五十嵐　寛司 了徳寺　健二 森次　定義 中島　祥雄 小川　郷太郎
岩崎　安孝

相　談　役 森本　唯行 安河内　浩 大矢　秀昭 高橋　勘十 島谷　經三
上杉　彬 美濃岡　清三郎 佐藤　宣紘 栗村　曜似
栗本　忠弘

参　　　与 大上　敏幸 嶌津　澄夫 中政　利夫 毛利　 修 小林 潔司
佐藤　勝志 保科　 素 岡田　庫二郎 杉原　 尚 山本　健夫

名誉会長 野口　宏水(初代） 清水　正敬（第二代） 清家　春夫（第三代）

会　　　長 三橋　英夫

副  会  長 内藤　 純 西久保　博信 吉成　隆杜

専務理事 浅田　三男

事務局長 森本　 薫

事務局次長 田倉　幸夫 玉田　 誠 原　　　 優 市山　 好

監　　　事 石井　成明 役田　英穂

代表理事 安藤　洋志 石邑　 勇 井田　幹夫 伊藤　久雄 大塚　俊彦
大塚　治城 加藤　忠勝 上木　保男 久宮　登三夫 久保　雅昭
小池　健三 小峰　義次 佐藤　良吉 佐藤　英則 勝呂　 孝
鈴木　治雄 内藤　光伸 永島　健次郎 中島　 忠 西谷　博一
長谷川　正仁 福盛田　立明

常任理事 上野　和歌子 鬼柳　一宇 高橋　富士男 長崎　桂子 諸山　和美
水野　博介 二村　雄次 大矢　八平 片桐　清司 山本　 昭
来田　 武 国重　敏明 耜田　盛良 福富　勝忠 山田　雅弘

理　　 　事 安斉　悦雄 石黒　金次 北村  憲二 坂井　清美 坂田　傳實雄
坂本　勝矢 佐々木　睦夫 長井　孝光 西中　信治 能登原　照夫
細谷　義次

青木 　大 赤司　正友 阿部　雅人 有田　早苗 五十嵐　徳英
池田　正男 石田　昌之 市村　孝盛 井上　英治 井上　博満
井上　康彦 伊福　義雄 今里　宏一郎 今嶋　禄郎 今立　篤子
岩村　憲章 植木　良夫 上田　一美 卜部　秀幸 海野　富夫
江崎　  寛 大木　恒毅 大井　  勇 太田　重久 大宮　民子
大森　章三 岡泉　 淳 岡本　敦子 岡本　美臣 甲斐　浩二
会田　俊雄 柿沼　 豊 加古　若子 梶　 泰章 柏崎　俊夫
加藤　隆夫 金指　邦治 金子　智郎 神園　修一 川上　  勝
川久保　精祐 北村　憲二 工藤　博義 窪田　智之 久保田　友治
熊井　憲治 倉野　祐一 黒澤　正敬 小池　雅彦 小泉　基靖
興梠　重徳 小嶋　博美 小林　  茂 小松　貞幸 佐藤　政美
清水　勝彦 齋院　志津子 斉藤　孝滋 佐々木　政彦 佐々木　安廣
佐藤　真生 清水　 周 宿利　憲正 須長　悌治 雑賀　昌盛
椎木　宗道 副島　正秋 鈴木　 禎 鈴木　基夫 鷹尾　健治
高橋　和裕 高橋　政尚 高橋　洋一 田所　英幸 田中　  茂
檀上　竜二 中井　司朗 長井　利男 中尾　 博 中島　  豺
中村　 古 奈良 　澄 仁木　征輝 西川　 求 野口　  誠
早福　四郎衛 原田　照夫 一言　  力 平井　敏雄 平野　相徳
福島　哲夫 松永　佐枝子 松原　哲也 三浦　孝司 三上　貴士
三谷　  健 南　  一二 美濃　達也 宮崎　葛雄 宮本　  隆
武藤　  茂 森下　良男 森田　賢一 三宅　  裕 森田　次男
森本　正則 守屋　栄吉 安田　哲雄 山内　久美 山口　　徹
山下　義寛 山田　公平 山田　次光 横山　悦子 吉田　昭治
吉永　豊貴 四釜　誠司 ﾘﾄﾙｳｯﾄﾞ･R
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森本　唯行 安河内　浩 大矢　秀昭 高橋　勘十 島谷　經三
上杉　彬 美濃岡　清三郎 栗村　曜似 佐藤　宣紘

大上　敏幸 嶌津　澄夫 中政　利夫 毛利　修 小林　潔司
保科　素 佐藤　勝志 岡田　庫二郎 杉原　尚 山本　健夫
久宮　登三夫 佐藤　良吉 永島　健次郎 福盛田　立明

野口　宏水（初代） 清水　正敬（第二代） 清家　春夫（第三代） 三橋　英夫（第四代）

吉成　隆杜

内藤　純 西久保　博信

浅田　三男

森本　薫

田倉　幸夫 玉田　誠 原　　優 市山　好

浅田　千秋 役田　英穂

安藤　洋志 石邑　勇 井田　幹夫 伊藤　久雄 大塚　俊彦
大塚　治城 上木　保男 久保　雅昭 小池　健三 小峰　義次
佐藤　英則 勝呂　孝 鈴木　常夫 鈴木　治雄 内藤　光伸
中島　忠 西谷　博一 長谷川　正仁 羽生　利彦 坂東　正邦

上野　和歌子 鬼柳　一宇 高橋　富士男 長崎　桂子 諸山　和美
水野　博介 二村　雄次 大矢　八平 片桐　清司 山本　昭
来田　武 国重　敏明 福富　勝忠 山田　雅弘

安斉　悦雄 石黒　金次 北村　憲二 坂井　清美 坂田　傳實雄
坂本　勝矢 佐々木　睦夫 長井　孝光 西中　信治 能登原　照夫
細谷　義次

青木　大 赤司　正友 阿部　雅人 有田　早苗 五十嵐　徳英
池田　正男 石田　昌之 市村　孝盛 井上　英治 井上　博満
井上　康彦 伊福　義雄 今里　宏一郎 今嶋　禄郎 今立　篤子
岩村　憲章 植木　良夫 上田　一美 卜部　秀幸 海野　富夫
江崎　寛 大木　恒毅 大井　勇 太田　重久 大宮　民子
大森　章三 岡泉　淳 岡本　敦子 岡本　美臣 甲斐　浩二
会田　俊雄 柿沼　豊 加古　若子 梶　泰章 柏崎　俊夫
加藤　隆夫 金指　邦治 金子　智郎 神園　修一 川上　勝
川久保　精祐 北村　憲二 工藤　博義 窪田　智之 久保田　友治
熊井　憲治 倉野　祐一 黒澤　正敬 小池　雅彦 小泉　基靖
興梠　重徳 小嶋　博美 小林　茂 小松　貞幸 佐藤　政美
清水　勝彦 齋院　志津子 斉藤　孝滋 佐々木　政彦 佐々木　安廣
佐藤　真生 清水　周 宿利　憲正 須長　悌治 雑賀　昌盛
椎木　宗道 副島　正秋 鈴木　禎 鈴木　基夫 鷹尾　健治
高橋　和裕 高橋　政尚 高橋　洋一 田所　英幸 田中　茂
檀上　竜二 中井　司朗 長井　利男 中尾　博 中島　豺
中村　古 奈良　澄 仁木　征輝 西川　求 野口　誠
早福　四郎衛 原田　照夫 一言　力 平井　敏雄 平野　相徳
福島　哲夫 松永　佐枝子 松原　哲也 三浦　孝司 三上　貴士
三谷　健 南　一二 美濃　達也 宮崎　葛雄 宮本　隆
武藤　茂 森下　良男 森田　賢一 三宅　裕 森田　次男
森本　正則 守屋　栄吉 安田　哲雄 山内　久美 山口　　徹
山下　義寛 山田　公平 山田　次光 横山　悦子 吉田　昭治
吉永　豊貴 四釜　誠司 リトルウッド・R

貝瀬　輝夫 内野　幸重 北林　照介 梅津　勝子 山中　圏一
五十嵐　寛司 了徳寺　健二 森次　定義 中島　祥雄 小川　郷太郎
岩崎　安孝

顧 問

相 談 役

参 与

名 誉 会 長

会 長

副 会 長

専 務 理 事

事 務 局 長

事務局次長

監 　 　 事

代 表 理 事

常 任 理 事

理 　 　 事

　　　　　　　　（H31年1月付）
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