
名誉会長　　　　　　　　　　　　大竹 三郎　　　　　　　　　　　　　　松岡 　毅　　　

顧　問　　　　　　　　　　　　山田 和男　　　　　　　　　　　　　　染谷 久雄　　　　　　　　　　　　　　渡辺 公正 鈴木 義高

佐々木 民義　　　　　　　　　　　　　　山本　均　　 末永 啓二　　　　　　　　　　　　　　岡部 治昭

磯野 一男 古谷 和之 五十嵐　博 小倉 実善
杉浦　八重子 大島 千明

参　与 小林　昇 渡辺　蓉子 野口　眞一朗 南田　秀夫
佐藤　亨 宮野 卓哉

会　長　　　　　　　　　　　　鈴木 武司　　　　　　　　　　　　　　

副会長　　　　　　　　　　　　川上　忠 竹野　博 浅沼 廣晴 小川 清明　　　　　　　　　　　　　　

町屋 光俊　　　　　　　　　　　　　　紙谷 誠一 池田　雅人 大場　雅俊

理事長　　　　　　　　　　　　石田　秀俊

副理事長 畠山　工 岡部 清美 濱田  真 丘山　淳

近藤　義行 大橋　一樹 齋藤　英和

常任理事　　　　　　　　　　　　立原　栄 樋口 雅之 田中 浩司 入江 浩二

若山　暁 黒川　浩 青木 孝憲 横山 廣美

土井 弘昭 内藤　悟 中野 準也

加藤 隆一 井上 知徳 八代　賢一 小川　誠

相木 康岳 斉藤 智海 藤澤　憲吾 渡辺 将樹

成瀬 賢規 山﨑 陽平 眞通 未世子 塙　達士

折原 左希子 永瀬　裕 菱沼　大気 野田　裕介

辻本　修作 文川 大輔 山﨑 勇介

会計監査 山崎 芳則 大江　巧

理　事 中村　準 大谷 泰彦 大野　等 地引　敦

星野 忠勝 茂木 義久 中村 幸一 牧　伸裕

小池 典子 北村 昭二 白子 裕介 菊地　厚

佐藤 貴弘 山崎 敬次郎 相田 慶子 岡田 修一

阿部　浩 山本 まゆみ 安部 英子 平方 信行

石田　悟 杉下　卓 松金　圭介 松原　真帆

西村　啓太郎 宍倉 雅敏 鈴木 圭 田久保 智之

澤村 雅司 新田　圭 大月 美香 吉田　聡子

竹政　圭子 古関　一史 竹政　崇典 近藤 宏哉

伊東　洋揮 寺田　浩 池田　淑子 葛城　遼太郎

藤井　隼人 布施　仁勇 日下部　健憲 北沢　泉

髙野　真緒 佐野　巧朗 石井　聡 星野 拓海

今崎 悠樹 畠山 仁 大熊 陽亮 佐瀬 守

宮崎 拓実 深江 勝悟 大川 義人 高橋 宣允

野田 加奈 金田 敦之 島田 紀子 有賀 勇亮
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事務局長 事務局次長

山﨑　勇介 藤澤　憲吾 葛城 遼太郎

野田　裕介

文川　大輔

委員会 委員長 副委員長

内藤　 悟 野田 加奈 松原　真帆 近藤　宏哉

若山　暁 横山　廣美 平方　信行 宍倉　雅敏

近藤　義行

八代　賢一 黒川 　浩 小池　典子 髙野　真緒

田中　浩司 西村　啓太郎

眞通　未世子 藤井　隼人

相木　康岳 中野　準也 吉田　聡子 横山　崇斗

渡辺　将樹

青木　孝憲 小川　誠 古関 一史

辻本　修作 成瀬　賢規 松金　圭介 大熊 陽亮 宮崎 拓実

山﨑　陽平 池田　淑子 田久保　智之 大川 義人

野田 裕介 寺田 浩　佐瀬 守　畠山 仁　高橋 宣允

塙　達士 永瀬　裕 金田　敦之 有賀　勇亮

近藤　宏哉 島田　紀子

斉藤　智海 井上　知徳 北村  昭二

加藤　隆一 杉下  卓

星野 拓海

紙谷　誠一 樋口　雅之 山本　まゆみ

立原　栄 安部　英子

岡部　清美

一　般
委員会
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