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 理 事 長  

 

東田 有智 

 

 常 務 理 事  

 

海老澤 元宏    大久保 公裕    斎藤 博久    玉置  淳     永田   真 

 

 理 事  

 

出原 賢治    岡本 美孝    勝沼 俊雄      加藤 則人       金子  猛 

金廣 有彦    相良 博典    下条 直樹      中村 陽一       橋本  修 

秀   道広     藤澤  隆夫       山口 正雄   吉原 重美 

 

代 議 員 

                                                  (理事を除く 330名) 

相原 道子 相原 雄幸 赤澤 晃 赤司 賢一 縣 裕篤 

阿久津 郁夫 浅井 一久 朝子 幹也 浅田 秀夫 浅野 浩一郎 

足立 厚子 足立 雄一 熱田 了 天谷 雅行 新井 良 

荒川 浩一 荒川 裕佳子 有馬 和彦 有馬 雅史 飯倉 克人 

飯倉 元保 井川 健 池田 勝久 池田 啓 池田 政憲 

池部 敏市 石井 芳樹 石浦 嘉久 石川 良子 石塚 全 

磯崎 淳 板澤 寿子 一ノ瀬 正和 出雲 雄大 伊藤 浩明 

伊藤 理 伊藤 友章 伊藤 靖典 伊藤 玲子 稲瀬 直彦 

乾 重樹 井上 壽茂 井上 博雅 井上 祐三朗 猪又 直子 

今井 孝成 今泉 和良 岩永 賢司 岩永 知秋 内尾 英一 

宇津木 光克 海野 浩寿 江田 良輔 海老原 伸行 尾内 一信 

大久保 ゆかり 大柴 晃洋 大嶋 勇成 太田 伸男 大野 勲 

大矢 幸弘 岡田 壮令 岡田 千春 緒方 美佳 岡野 光博 

岡藤 郁夫 岡山 吉道 小熊 剛 小野 昭浩 加々美 新一郎 

梶本 和宏 片岡 葉子 加藤 雪彦 金澤 伸雄 金澤 博 

金子 栄 金子 英雄 叶 宗一郎 椛島 健治 上條 篤 

神谷 太郎 亀田 誠 烏山 一 川内 秀之 川上 民裕 

川口 博史 川口 未央 川崎 洋 川部 勤 川本 典生 

蒲原 毅 神戸 直智 岸本 卓巳 北沢 博 北林 耐 

木村 五郎 木村 光明 清益 功浩 楠 隆 楠目 和代 

工藤 誠 國近 尚美 久米 裕昭 倉沢 和宏 栗原 和幸 

黒野 祐一 高路 修 古賀 康彦 後藤 穣 小林 和夫 

小林 茂俊 小林 威仁 小林 信明 駒瀬 裕子 小屋 俊之 

是松 聖悟 権 寧博 近藤 康人 近藤 康博 近藤 りえ子 

今野 哲 斎藤 純平 佐伯 秀久 阪口 雅弘 坂本 龍雄 

櫻井 大樹 佐藤 さくら 佐藤 隆 佐藤 貴浩 佐野 安希子 



佐野 博幸 澤口 博千代 塩田 雄太郎 塩原 太一 塩谷 隆信 

重田 誠 七条 孝三郎 島 正之 清水 猛史 白井 敏博 

白川 清吾 白木 晶 白崎 英明 新海 正晴 新宅 治夫 

末廣 豊 菅井 和子 杉山 公美弥 杉山 温人 鈴木 加余子 

鈴木 修一 鈴木 元彦 鈴木 雄介 鈴木 洋一 須田 隆文 

須藤 明 澄川 靖之 住本 真一 洲脇 俊充 瀬戸口 靖弘 

杣 知行 高井 敏朗 髙岡 有理 髙取 宏昌 髙梨 信吾 

高橋 一夫 髙橋 秀実 高増 哲也 高村 悦子 多賀谷 悦子 

滝澤 始 竹内 万彦 岳野 光洋 竹村 昌也 只木 弘美 

田知本 寛 巽 浩一郎 田中 明彦 田中 裕士 田中 宏幸 

谷内 昇一郎 谷口 正実 谷本 安 玉利 真由美 椿 俊和 

粒来 崇博 鶴田 大輔 手塚 純一郎 黨 雅子 黨 康夫 

徳山 研一 戸倉 新樹 戸田 正夫 冨板 美奈子 冨田 桂公 

内藤 健晴 中尾 篤人 長尾 みづほ 中込 一之 中島 裕史 

長瀬 洋之 中田 潤子 中西 徳彦 中村 晃一郎 中山 俊憲 

名部 誠 成田 雅美 南部 光彦 新実 彰男 西岡 謙二 

西岡 安彦 西川 正憲 西田 光宏 西村 正治 西村 善博 

西本 創 西山 理 沼尾 利郎 野中 学 野々村 和男 

野村 伊知郎 橋口 明彦 橋本 光司 長谷川 俊史 長谷川 好規 

畑 三恵子 服部 知洋 林 大輔 原 健一郎 原口 龍太 

原田 紀宏 原渕 保明 春名 眞一 東本 有司 久田 剛志 

檜澤 伸之 平居 義裕 平井 良治 平栗 雅樹 平田 一人 

平田 博国 廣瀬 晃一 廣瀬 正裕 深尾 敏幸 福家 辰樹 

福島 敦樹 福島 康次 福田 典正 福冨 友馬 福永 興壱 

藤枝 重治 藤倉 輝道 藤村 政樹 藤森 勝也 二村 昌樹 

放生 雅章 保澤 総一郎 星岡 明 星野 友昭 堀江 健夫 

堀川 達弥 堀口 高彦 堀向 健太 牧山 清 増田 敬 

増田 佐和子 増山 敬祐 松井 聖 松倉 節子 松下 祥 

松瀬 厚人 松田 明生 松永 和人 松根 彰志 松野 正知 

松原 篤 松原 知代 松村 竜太郎 松本 健治 松本 勉 

松本 久子 松本 裕 松脇 由典 丸岡 秀一郎 丸山 伸之 

三浦 克志 三浦 太郎 水村 賢司 光延 文裕 三原 祥嗣 

宮沢 篤生 宮沢 直幹 宮原 信明 三輪 高喜 三輪 正人 

村木 正人 室田 浩之 望月 博之 本村 知華子 森 晶夫 

森川 みき 森島 祐子 森田 英明 矢上 晶子 安永 晋一郎 

柳田 紀之 山出 史也 山口 公一 山口 由衣 山崎 章 

山﨑 研志 山下 直美 山田 武千代 山田 裕美 山田 佳之 

山本 真弓 湯田 厚司 横江 琢也 横関 博雄 横山 彰仁 

吉川 貴仁 吉川 雅則 吉川 衛 吉田 幸一 善本 知広 

米倉 修二 Ruby Pawankar 若原 恵子 渡邉 直人 渡部 仁成 

                                                       以上 

                                                                2018年 3月  


