
役　　職 氏　　　名 会　　　社　　　名 摘　　要
会長 田中　保生 ㈱音映システム
副会長 古橋　久治 古橋工業㈱ Bブロック担当、厚生
副会長 金子　研一 ㈱わかまつKコーポレーション Eブロック担当、税制、源泉
副会長 鈴木　澄江 ㈱肉のスズキ本店 Dブロック担当、研修、女性
副会長 山田　聡 ㈱成晃社 Fブロック担当、財務、青年
副会長 小田原　隆泰 ㈱小田原工務店 Aブロック担当、総務
副会長 小原　智 不二公業㈱ Cブロック担当、広報、組織
理事 鈴木　明 ㈲八木が谷造園 Aブロック長
理事 宮口　建二 ㈱ダイナテック Bブロック長
理事 徳田　孝一 ㈱メディカルスポーツプラザ Cブロック長
理事 工藤　祐政 ㈱サン中央ホーム Dブロック長
理事 川上　榮吉 ㈱川上商店 Eブロック長
理事 佐藤　孝次 ㈱ケイハイ Fブロック長
理事 安村　秀雄 ㈱船橋興産 総務委員長、南船第2支部長
理事 林　啓悦 仁平林商事㈱ 財務委員長、薬円台支部長
理事 牧野　芳夫 ㈱アイデス 研修委員長
理事 石井　本子 ㈲イシイエステート 厚生委員長、本中山支部長
理事 佐久間　兼治 ㈲船橋トーヨー住器 広報委員長
理事 古澤　和一郎 ㈱フォーチュン・マネージメント 税制委員長
理事 木村　誠一 ㈱丸文運送 組織委員長
理事 蓮池　政貴 船橋ラビット㈱ 総務副委員長
理事 橋本　英世 ㈱橋本 組織副委員長
理事 宮本　正司 ㈲宮本起興 豊富支部長
理事 石井　和好 ㈲ｲｼｲｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 八木が谷支部長
理事 中村　弘之 ㈱中村商店 ニ和支部長、総務委員
理事 岡庭　一美 ㈲岡美 三咲支部長、財務副委員長
理事 菊地　稔 ㈲吉野工業所 大穴支部長、税制委員、財務委員
理事 中上　雅喜 ㈱ナカガミ 松が丘支部長、税制委員、組織副委員長
理事 髙橋　徳昭 ㈱船橋樹脂工業 金杉支部長、組織委員
理事 滝田　敦司 ㈲ﾀｷﾀ工業 新高根支部長
理事 三須　榮光 ㈱セレブ 北習高根支部長
理事 竹森　久男 竹森電設㈱ 習志野支部長
理事 早川　隆 アフラック募集代理店 芝山西習支部長、広報副委員長
理事 福永　幸雄 ㈲福永鉄工所 北船第1支部長
理事 光安　輝雄 ㈱モラール 北船第2支部長、研修委員
理事 森田　政吾 ㈱森田植物園 山手支部長
理事 太田　美保子 ㈱エイケン 夏見支部長、組織委員
理事 澤井　淳 ㈲沢井工業 前原東支部長、総務委員
理事 八倉　誠 薬ヒグチ北習志野薬局 二宮支部長、税制委員
理事 大塚　智明 ㈲大塚商店 前原支部長、組織委員
理事 鎌田　勉 ㈱鎌田工務店 三山支部長、広報副委員長
理事 伊藤　久子 ㈲はなゆい 本町第1支部長、財務委員
理事 山﨑　秀樹 ㈲山崎石炭商会 本町第2支部長、財務委員
理事 小栁　正和 ㈲クリフト 本町第3支部長、厚生副委員長
理事 伊藤　宏和 ㈲まぐろ湊屋 市場支部長、広報委員
理事 海老原　和正 ㈲オトエムカンパニー 宮本第1支部長
理事 岩下　杉彦 ㈲岩下不動産鑑定事務所 宮本第2支部長、総務委員
理事 児玉　勝利 ㈱デイジイ朝日堂 西船第1支部長
理事 川野辺　武雄 ㈱フロントン 西船第2支部長、源泉部会長、総務副委員長
理事 松﨑　正道 京葉計器㈱ 海神支部長、広報委員
理事 水上　智 千葉日石㈱ 南船第1支部長、研修委員
理事 青野　哲三 ㈲エーワンネットワーク 湊町支部長、厚生委員
理事 根本　千枝子 ㈲アテナ・コーポレーション 女性部会長、総務委員
理事 今鶴　孝 SKYコンサルティングジャパン(名) 青年部会長、税制委員
理事 髙見澤　篤 ㈲高見沢産業 厚生副委員長、前青年部会長
理事 大原　俊弘 ㈱日本都市 税制副委員長、前総務委員長
理事 篠田　好造 ㈱船福 税制委員、元財務委員長
理事 狩野　文夫 ㈱ワタリ電気 前Cブロック長
監事 森田　雅巳 ㈱パステルタウン 元第3ブロック長
監事 鈴木　正 京葉運送㈲ 前副会長
監事 森嶋　康長 ㈲Y・M・A・Office
顧問 長野　泰二 千葉日石㈱ 元会長
顧問 平田　俊光 ㈱三田濱楽園 前会長
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相談役 伊藤　賢二 ㈱伊藤楽器 元副会長
相談役 中村　榮 ㈲海神ドット釦工業所 元副会長
相談役 中村　弘 ㈱中村商店 元副会長
相談役 金子　三智子 ㈱エステート大蔵 元副会長
相談役 小林　清四郎 ㈱津田沼七番館 元監事
相談役 大久保　和吉 しんろく興産㈱ 元副会長
相談役 古澤　周子 ㈱フォーチュン・マネージメント 元監事
相談役 遠藤　幸四郎 ㈱和幸電気工事 元監事
相談役 宮本　武夫 ㈲宮本商店 元副会長
相談役 柴田　正道 大日クレーン㈱ 元副会長
相談役 西部　曠介 京葉ハウスヒール㈱ 元監事
相談役 石毛　利幸 ㈱伸幸 元監事
相談役 近藤　幸治 日立電工㈱ 前副会長
相談役 野中　邦彦 習志野機材㈱ 前監事
相談役 山﨑　新一 ㈱山﨑工業 元副会長
参与 佐藤　正吾 信用建設㈱ 元第7ブロック長
参与 小林　正友 芙蓉鋳工㈱ 元第9ブロック長
参与 本田　泰 ㈱ニチオン 元第2ブロック長
参与 皆川　泰藏 船橋グランドホテル㈱ 元第3ブロック長、元厚生委員長
参与 板谷　直正 協和工業㈱ 元第2ブロック長
参与 河上　達夫 丸山金属工業㈱ 元第1ブロック長
参与 橋本　修 ㈱橋本 元第8ブロック長
参与 持井　貞城 ㈱持井工務店 元第6ブロック長
参与 松崎　唯男 東関東土地㈱ 元第8ブロック長
参与 子安　啓司 (医)成春会北習志野花輪病院 元税制委員長
参与 近藤　英博 ㈱丸富商事 前Bブロック長
参与 増田　明正 ㈲中村屋肉店 前Eブロック長
参与 松本　仲子 ㈱船橋安全 税制副委員長、前女性部会長


