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会	 	 長	  松	 本	 光	 史   非常勤    理	 	 事	 	 渡	 部	 武	 禧	 	 非常勤	 

副  会  長	  野	 地	 英	 子   非常勤	 	 	 同	 	 	 茂	 木	 圭	 吾	 	 非常勤	 	  

同	 	 	 渡	 辺	 雅	 司   非常勤	 	   同	 	 	 秋	 山	 恭一郎	 	 非常勤	 	   	  

同	 	 	 細	 谷	 貞	 治   非常勤	 	 	 同	 	 	 宇都宮	 秀	 雄	 	 非常勤  

同	 	 	 三	 浦	 繁	 夫   非常勤	 	 	 同	 	 	 丸	 山	 喜	 由	 	 非常勤	 

同	 	 	 齊	 藤	 和	 彦   非常勤       同	 	 	 細	 田	 卓	 司	 	 非常勤  

同       小	 澤	 伸	 介   非常勤       同	 	 	 伊	 藤	 一	 雄	 	 非常勤	 	 	  

専務理事	  今	 西	 幸	 司   常   勤    	  同	 	 	 矢	 島	 敏	 幸	 	 非常勤	  

常任理事	  齊	 藤	 榮	 一   非常勤       同	 	 	 野	 田	 	 	 純	 	 非常勤  

同       岡	 本	 隆	 一   非常勤       同	 	 	 澤	 田	 	 	 績	 	 非常勤  

同       水	 谷	 	 	 彬   非常勤       同	 	 	 佐	 藤	 幸	 子	 	 非常勤  

同	 	 	 溝呂木	 	 	 真   非常勤       同	 	 	 北	 原	 義	 春	 	 非常勤	 

同	 	 	 森	 沢	 健	 一   非常勤	     同	 	 	 松	 山	 正	 光	 	 非常勤	 	  

同	 	 	 野	 﨑	 	 	 満   非常勤	 	 	 同	 	 	 小	 松	 武	 雄	 	 非常勤  

	  同	 	 	 佐	 野	 正	 明   非常勤	 	 	 同	 	 	 下	 山	 和	 夫	 	 非常勤  

同       三	 輪	 武	 人   非常勤	 	 	 同	 	 	 石	 原	 九二一	 	 非常勤	 

同	 	   田	 村	 嘉	 庸   非常勤    監	 	 	 	 事	 	 流	 	 	 俊	 幸	 	 非常勤  

同	 	 	 三	 原	 章	 朋	 	 非常勤     	 同	 	 	 上	 原	 和	 彦	 	 非常勤  

理	 	 	 	 事	 	 寺	 山	 和	 	 利	 	 非常勤       同	 	 	 横	 田	 文	 雄	 	 非常勤	 

同	 	 	 	 	 佐	 藤	 芳	 雄	 	 非常勤       	 

	 	 	 	 同	 	 	 鈴	 木	 竹	 敏	 	 非常勤       	 

同	 	 	 豊	 田	 芳	 博	 	 非常勤	 	 	 	 	 

	 	 	 同	 	 	 齊	 藤	 庸	 一	 	 非常勤       	 

	 	 	 同	 	 	 桑	 原	 	 	 豊	 	 非常勤         	 	 	 	 	 

	 	 	 同	 	 	 加	 藤	 	 	 忠	 	 非常勤    	 	 

	 	 	 同	 	 	 森	 本	 大	 造	 	 非常勤     	 


