
（　　　）表示は令和元年との変更 理事・監事　役員名簿　
新理事案 新担当役職 氏　名 役職及び担当 会　社　名

1 会　　長 青年部・女性部担当 井上　裕之 代表取締役会長 愛知産業(株)

2 副 会 長 会長代行（全間連・局間連） 宮原　博昭 代表取締役 (株)学研ﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ

3 副 会 長 会長代行（他団体等 他） 伊部　定顯 代表取締役 キャラエーピー(株)

4 副 会 長 税制・総務委員会 委員長兼務 羽廣　元和 顧 問 (株)ＴＯＣ

5 副 会 長 組織・会務(旧事業)・広報委員会 担当 松井　恒治 代表取締役 (株)インダストリアル・リエイゾン

6 ① 常任理事 組織委員会委員長 西口　佳孝 代表取締役 西口産商(株)

7 ② 常任理事 会務(旧事業)運営委員会委員長 (青年部監事) 谷   正敏 代表取締役 (株)ヴァリー国際エージェンシー

8 ③ 常任理事 広報委員会委員長 (青年部相談役) 井原　直明 常務取締役 愛知産業(株)

9 ④ 常任理事 青年部　部長 小林 真智郎 代表取締役 合名会社ももたろ

10 ⑤ 常任理事 女性部  部長 山下 智栄子 代表取締役 (有)スリーシープランニング

11 ⑥ 常任理事 組織・広報委員会副委員長・青年部委員 新井　寛明 代表取締役 (株)ﾔﾏｹﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

12 ⑦ 常任理事 組織委員会副委員長 石橋　隆太郎 代表取締役 (株)ティオス

13 ⑧ 常任理事 総務委員会副委員長・女性部副部長 椎名　芳子 代表取締役 (株)モリス

14 ⑨ 常任理事 税制委員会副委員長・青年部副部長 小森　啓安 経理部長 エバー(株)

15 ⑩ 常任理事 会務運営委員会委員・青年部副部長 小林 　宏至 代表取締役 (株)Ｆ－ＳＵＮﾂｰﾘｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

16 ⑪ 常任理事 青年部副部長 赤嶺　陽介 代表取締役 (株)サニーフューチャー

17 ⑫ 常任理事 組織委員会委員・青年部委員 辻井　祐幸 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞＬＰ プルデンシャル生命保険(株)

18 ⑬ 常任理事 組織委員会委員 新井 　啓之 代表取締役 (株)カワベ

19 ⑭ (常任理事) 青年部委員 小原　　剛 代表取締役 (株)ファインプラン

20 理　　事 税制委員会副委員長 山口 　光 代表者 山口税理士事務所

21 理　　事 税制委員会委員 丹野  賢治 代表取締役会長 仲屋ブラシ工業(株)

22 理　　事 税制委員会委員 高橋 　昇 税理士 高橋会計事務所

23 理　　事 税制委員会委員 山田　真美 税理士 山田真美税理士事務所

24 理　　事 税制委員会委員 石田　政雄 代表者 税理士事務所

25 理　　事 組織委員会委員 伊東 　堅 代表取締役 (株)船清

26 理　　事 組織委員会委員 堀江　新三 代表取締役  (株）平野屋堀江商店

27 理　　事 組織委員会委員 杉山　裕之 代表取締役 (株）ニチボウ

28 理　　事 組織委員会委員 安達　快伸 取締役 (株）学研プロダクツサポート

29 理　　事 組織委員会委員 瀧都　博代 代表者 (株）めるへんキッツ

30 理　　事 組織委員会委員・青年部会計 大菅　政信 営業 (有）東京中央サービス

31 理　　事 総務委員会委員 (青年部相談役) 戸田　達夫 代表取締役 (株)吾作

32 理　　事 総務委員会委員・青年部委員 犬塚 悠治郎 代表取締役 (株)犬塚製作所

33 理　　事 総務委員会委員 木村 　壽 代表取締役 三明化成(株)

34 理　　事 会務運営委員会委員 (女性部相談役) 小林　榮子 相談役 小林運送(株)　

35 理　　事 会務運営委員会委員 斎藤　隆幸 財務企画部長 寺田倉庫(株)

36 理　　事 広報委員会副委員長・女性部副部長 佐藤 ひとみ 代表取締役 シグマアテンドサービス(株)

37 理　　事 広報委員会委員・青年部委員 皆川  祐一 代表取締役 (有)ミナガワ

38 理　　事 青年部副部長（青年部会計) 西尾　　敦 常務取締役 協立工業(株)

39 理　　事 青年部副部長 吉村　義之 代表者 日本ビル整備（株）

40 理　　事 青年部委員 (青年部監事) 佐藤 　久男 代表取締役 佐藤興業(株)

41 理　　事 青年部委員 中田　英明 代表取締役 (株)ＦＩＣ

42 理　　事 青年部委員 牧野　正洋 取締役 (有）キョウダイジャパン

43 理　　事 青年部委員 栗田　真央 代表者 華道教室

44 理　　事 青年部委員 阿部　伸子 営業 第一生命保険

45 理　　事 女性部委員 (女性部監事) 河合　さとこ 研修事業部部長 ソーシャル・アライアンス(株)

46 理　　事 女性部委員 鎌田　幸子 代表者 司法書士事務所

47 監 　　事 神戸  三元 代表取締役会長 かんべ土地建物(株)

48 監 　　事 戸倉　章博
取締役専務執行役員管

理本部長 かどや製油(株)

49 相　談　役 塚本　英雄 千代田産業(株)

50 顧　　問 南　 八郎 代表取締役会長 (株)ならや本舗

NO.


