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会　長 田中　彦八 ㈱田中測量設計事務所 春日部 理事 弓木　裕一 ㈱弓木電設社 白岡 税制

副会長 染谷　重明 ㈲染谷商事 春日部 理事 齋藤　俊明 ㈱斉藤金型 白岡 広報

副会長 山田　一徳 ㈲山田人形店 岩槻 総務 🈟理事 荒井　守行 ㈲重建工業 白岡 厚生

副会長 冨田　英則 ㈱ホンダカーズ久喜 久喜 理事 大熊　一郎 ㈱大熊本店 菖蒲 税制

副会長 田中　雪心 ㊪真浄寺 蓮田 🈟理事 瀬田喜代人 ㈲瀬田自動車 菖蒲 広報

副会長 幸島　幸一 ㈲コーシマ 幸手 🈟理事 小林　照央 ㈱小林建設 菖蒲 組織

副会長 深井　義秋 千代田冷機㈱ 宮代 総務 理事 中島　安三 ㈲中島建築 栗橋 広報

副会長 井上　堅一 ㈱井上工務店 白岡 総務 理事 宮田　和彦 ㈱たつみ工芸 栗橋 厚生

副会長 榎本　英明 ㈲榎本 菖蒲 総務 🈟理事 吉田　晃二 ㈱ほりこし 栗橋 研修

副会長 小川　成利 ㈱ｾｲﾜｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 栗橋 総務 理事 橋本　宏之 大東印刷㈲ 鷲宮 広報

副会長 白石　一郎 ㈱白石建設 鷲宮 総務 🈟理事 渡邉　　真 ㈱渡邉興業 鷲宮 組織

副会長 中川　定雄 ㈱イー・エス・ピー 杉戸 総務 理事 石塚　幹正 ㈲石塚石材 杉戸 税制

🈟青年部会長 吉田　稔 ㈱ヨシダ 春日部 青年部会長 理事 吉村　　恒 吉村工業㈱ 杉戸 厚生

女性部会長 丸山　淳子 (医)慈正会丸山記念総合病院 岩槻 女性部会長 🈟理事 髙橋　宏明 ㈱伏見屋 杉戸 組織

理事 田口　義明 ㈱田口土木 春日部 税制 🈟理事 武井　浩昌 ㈲武井鶏園 杉戸 研修

理事 林　　茂男 ㈲林情報サービス 春日部 総務

理事 伊藤　友久 ㈲協栄ローラー工業 春日部 組織 監事 寺門　孝彦 ㈱寺門経営情報研究所 春日部

理事 前澤　初夫 ㈱ぷらすエム 春日部 広報 🈟監事 間嶋　順一 間嶋順一税理士事務所 岩槻

理事 石原　　保 ㈱石原造園土木 春日部 厚生 監事 石岡　紀子 ㈱財産アシスト 白岡

理事 齋藤　芳尚 ㈱丸八 春日部 研修

理事 松永　大祐 ㈱松永建設 岩槻 税制 顧問 竹内　光男 竹内電気㈱ 岩槻

🈟理事 木村　嘉宏 ㈲葵運輸 岩槻 研修 相談役 齋藤　文次 斉藤手袋㈱ 久喜

🈟理事 川﨑　浩司 ㈱光本 岩槻 広報 相談役 尾野　嘉昭 カネオ興運㈱ 菖蒲

理事 大槻　文兵 ㈱大忠 岩槻 税制 相談役 番場　　篤 ㈲大和興業 栗橋

🈟理事 遠藤友紀博 ㈱カネショー 岩槻 厚生 相談役 田中　昌夫 ㈱東洋 杉戸

🈟理事 山﨑　和雄 都市管理サービス㈱ 岩槻 組織

🈟理事 小宮康一郎 ㈱三和商会 岩槻 研修 委員 町田　　実 ㈲町田材木店 久喜 税制

理事 夢川　善裕 ㈻夢川学園 久喜 総務 委員 尾崎　彰吾 尾崎不動産㈱ 久喜 広報

理事 横山　健次 ㈲ハウスクリエイト 久喜 組織 委員 須賀　正義 ㈻慶和学園 蓮田 広報

🈟理事 服部　智也 ㈲服部石材店 久喜 厚生 委員 小森　豊政 ㈱小森工務店 蓮田 税制

🈟理事 天野　正幸 ㈱旅クラブジャパン 久喜 研修 委員 増田　行雄 ㈲ときわや 幸手 税制

理事 山岸　茂夫 山岸工業㈱ 蓮田 研修 🈟委員 中山　裕充 ㈱中山家具 幸手 広報

理事 西野日出夫 ㈲西野商事 蓮田 厚生 委員 秋場　　清 秋場不動産㈱ 宮代 研修

理事 池田　太司 岩崎工業㈱ 蓮田 組織 🈟委員 古谷　哲一 ㈱空衛設備 宮代 税制

理事 新村　智幸 ㈲新村興業 蓮田 総務 委員 小山　洋行 ㈲小山製茶園 白岡 研修

理事 吉田　光宏 ㈲オフィス吉田 幸手 組織 🈟委員 関口　　徹 関口産業㈱ 白岡 組織

理事 宮田　　充 ㈲ミヤタガス 幸手 厚生 委員 田中　久視 ㈱ヤマタめん 菖蒲 研修

理事 髙濱　和由 高浜商事㈱ 幸手 総務 🈟委員 荒井　良夫 ㈲ゼブラ商店 菖蒲 厚生

理事 宮杉　勝男 柔整ゼネラル㈱ 幸手 研修 委員 荻山　由幸 ㈲荻山自動車 栗橋 税制

理事 眞中　　章 ㈲セントラルホーム 宮代 広報 🈟委員 山口　鉱行 ㈱ヤマグチ 栗橋 組織

理事 川野　武志 ㈲川野武次郎商店 宮代 組織 委員 澤田　　稔 ㈱沢田工務店 鷲宮 厚生

🈟理事 邑田　一夫 ㈱東洋不動産 宮代 厚生 委員 山口　　昭 ㈲山口石油 鷲宮 税制

🈟委員 宮田　雄一 ㈱宮田電機 杉戸 広報
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