
役職名 氏　名 期 役職名 氏　名 期 役職名 氏　名 期 役職名 氏　名 期
会長 髙梨奉男 62 顧問 寺島千恵子 58 期代表幹事 大塚和弘 63 期代表幹事 田中亜友実 88
副会長 小山平六 62 顧問 有賀勝雄 59 期代表幹事 小松正佳 64 期代表幹事 小林幸治 89
副会長 丸山暢久 65 顧問 鷹野芳機 60 期代表幹事 村居次雄 64 期代表幹事 90
副会長 原田義則 65 顧問 笠井徳爾 61 期代表幹事 上原　昇 65 期代表幹事 91
副会長 清水通男 66 顧問 栗山正雄 62 期代表幹事 丸山暢久 65 期代表幹事 92
副会長 池田有美子 69 期代表幹事 宮原　豊 65 期代表幹事 93
幹事長 倉沢　裕 69 期代表幹事 児玉安彦 40 期代表幹事 塩野崎英二 66 期代表幹事 94
副幹事長 藤川　昇 63 期代表幹事 佐々木三夫 43 期代表幹事 大倉洋一 66 期代表幹事 児玉光史 95
副幹事長 堤　　達 67 期代表幹事 手塚敬一 44-5 期代表幹事 大石雄司 66 期代表幹事 96
副幹事長 古畑克巳 69 期代表幹事 山邊　力 45 期代表幹事 小山正樹 67 期代表幹事 97
副幹事長 荒木由美子 69 期代表幹事 丸山浩一 46 期代表幹事 土屋耕太郎 68 期代表幹事 98
副幹事長 中村　冠 70 期代表幹事 47 期代表幹事 倉沢　裕 69 期代表幹事 99
副幹事長 望月亮子 71 期代表幹事 小林芳彦 48 期代表幹事 丸山清光 70 期代表幹事 100
副幹事長 関　博明 72 期代表幹事 49 期代表幹事 小林清隆 71 期代表幹事 内藤博章 101
副幹事長 福田礼子 72 期代表幹事 児玉忠雄 50 期代表幹事 関　博明 72 期代表幹事 飯島　正 102
副幹事長 栁沢和也 73 期代表幹事 五十嵐明迪 50 期代表幹事 関　雄二 72 期代表幹事 103
副幹事長 渡邉　博 78 期代表幹事 村田　寛 51 期代表幹事 73 期代表幹事 104
副幹事長 荻原　貴 79 期代表幹事 柴田正人 52 期代表幹事 土屋三千夫 74 期代表幹事 105
副幹事長 石黒久仁子 80 期代表幹事 須田武久 53 期代表幹事 竹内幸隆 75 期代表幹事 106
会計長 塩野崎英二 66 期代表幹事 倉島　彰 54 期代表幹事 羽田　平 75 期代表幹事 107
副会計長 服部みどり 81 期代表幹事 中島隆之 54 期代表幹事 永島精二 76 期代表幹事 108
編集長 松本哲夫 67 期代表幹事 藤村延魚 54 期代表幹事 北沢玲朗 77 期代表幹事 109
監事 小松正佳 64 期代表幹事 宮島光男 55 期代表幹事 渡邉　博 78 期代表幹事 110
監事 赤木千江子 71 期代表幹事 小平節夫 56 期代表幹事 荻原　貴 79 期代表幹事 111

期代表幹事 田沢雄二郎 57 期代表幹事 長谷川　剛 80 期代表幹事 112
相談役 柳沢　廣 44-5 期代表幹事 仁平光義 58 期代表幹事 會田信子 80 期代表幹事 113
相談役 甕　　滋 50 期代表幹事 北村尚巳 58 期代表幹事 櫻井規喜 80 期代表幹事 114
相談役 丸山瑛一 51 期代表幹事 桜井資悦 59 期代表幹事 小池　徹 81 期代表幹事 115
相談役 石井光春 54 期代表幹事 有賀勝雄 59 期代表幹事 82 期代表幹事 116
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相談役 前田喜美子 54 期代表幹事 鷹野芳機 60 期代表幹事 竹内延彦 83 期代表幹事 117
相談役 白井　透 60 期代表幹事 三井文人 61 期代表幹事 尾添静子 83 期代表幹事 118
相談役 滝澤　進 61 期代表幹事 沓掛　忠 61 期代表幹事 五十嵐恵子 83 期代表幹事 117
顧問 堀内忠久 53 期代表幹事 岩井重一 62 期代表幹事 長尾　健 84 期代表幹事 118
顧問 馬場武彦 54 期代表幹事 栗山正雄 62 期代表幹事 小須田武志 85
顧問 宮島光男 55 期代表幹事 依田欣五郎 62 期代表幹事 山本　寛 86
顧問 成田邦夫 56 期代表幹事 川村恭司 63 期代表幹事 87
顧問 宮坂幸雄 57 期代表幹事 藤川　昇 63 期代表幹事 三井正樹 88
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