
大泉名水会　歴代地区委員等一覧（昭和25～35年：大泉共栄会、昭和36～：大泉共栄会水道部会、平成８年～令和4年9月：大泉名水会）

注）一部推定箇所あり

1

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962

昭和25 昭和26 昭和27 昭和28 昭和29 昭和30 昭和31 昭和32 昭和33 昭和34 昭和36 昭和37

委員 １区 増渕　恒吉 増渕　恒吉 増渕　恒吉 増渕　恒吉 土屋　周作 土屋　周作 土屋　周作 土屋　周作 （副）土屋　周作 （副）土屋　周作 山崎　次郎 （副）山崎　次郎 （正）吉本　市 吉本　市

小川　龍太 小川　龍太 小川　龍太 小川　龍太 小川　龍太 藤平　定市 藤平　定市 佐藤　武雄 佐藤　武雄 篠塚　芳衛 篠塚　芳衛 篠塚　芳衛 （会）今井　壬子郎 今井　壬子郎

行本　隆 行本　隆 西尾　光雄

２区 岸　松太郎 岸　松太郎 岸　松太郎 岸　松太郎 小西　勇雄 小西　勇雄 中村　廣 中村　廣 中村　廣 永井　益伝 浜谷　秀三 浜谷　秀三 小西　勇雄 （副）西尾　驥一郎

倉谷　利助 倉谷　利助 倉谷　利助 倉谷　利助 倉谷　利助 槍田　亀治 槍田　亀治 槍田　亀治 宇佐美　一夫 久我　豊雄 久我　豊雄 （管）大須賀　瑛司 （会）小西　勇雄

鈴木　茂吉 鈴木　茂吉 鈴木　茂吉 鈴木　茂吉 鈴木　茂吉

（正）宮野　正年 （正）宮野　正年 （正）宮野　正年 （正）宮野　正年 （正）宮野　正年 （正）宮野　正年 （正）宮野　正年 （正）宮野　正年 （正）宮野　正年 （正）宮野　正年

３区 （会）福島　正 （会）福島　正 （会）福島　正 （会）福島　正 高木　十郎 高木　十郎 高木　十郎 高木　十郎 （会）高木　十郎 （会）高木　十郎 高木　十郎 秋田　謙次郎 （庶）青柳　俤道

新居　文雄 新居　文雄 新居　文雄 新居　文雄 寺崎　清吾 寺崎　清吾 小林　利央 （正）小林　利央 （庶）山崎　義雄 （庶）山崎　義雄

大岩　正仲 伊藤　一 伊藤　一 宇山　敏雄

４区 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （副）末村　甚之助 （正）末村　甚之助 （正）高木　純一

松橋　源太郎 松橋　源太郎 松橋　源太郎 松橋　源太郎 松橋　源太郎 松橋　源太郎 松橋　源太郎 谷岡　亮一

渡辺　康一 渡辺　康一 渡辺　康一 渡辺　康一 渡辺　康一 渡辺　康一 渡辺　志津子 渡辺　志津子

寺島　茂 青木　太郎 青木　太郎

５区 （会）田中　悦貮 （会）田中　悦貮 （会）田中　悦貮 （会）田中　悦貮 田中　悦貮 田中　悦貮 田中　悦貮 田中　悦貮 （会）田中　悦貮 田中　悦貮 田中　悦貮 （副）石川　信 （副）石川　信

久世　寛信 久世　寛信 久世　寛信 久世　寛信 稲村　峯吉 稲村　峯吉 村田　不二夫 村田　不二夫 村田　不二夫 村田　不二夫 村田　不二夫 村田　不二夫 内田　久松 菅野　廣志

有田　和夫 有田　和夫 有田　和夫 有田　和夫 谷川　清 中村　勇 中村　勇 春日　貞 北井　すみ江 北井　すみ江 北井　すみ江

内田　久松 内田　久松

６区 中田　粂四郎 中田　粂四郎 中田　粂四郎 中田　粂四郎 中田　粂四郎 中田　粂四郎 御立　順一郎 御立　順一郎 御立　順一郎 御立　順一郎 御立　順一郎 山口　武治 山口　武治

和田　宇一 和田　宇一 和田　宇一 和田　宇一 和田　宇一 和田　宇一 小川　信五郎 小川　信五郎 和田　義臣 和田　義臣 内海　忠 （庶）寺本　直彦 （管）西島　田鶴子

滝尾　達也 生田目　常夫 生田目　常夫

７区 野田　毅 野田　毅 野田　毅 野田　毅 高田　五郎 高田　五郎 神藤　重正 神藤　重正 池田　元栄 池田　元栄 小川　八郎 小川　八郎 大栗　道雄 柴田　英一

（副）足立　和雄 （副）足立　和雄 （副）足立　和雄 （副）足立　和雄 藍原　作右衛門 中山　滋 （副）中山　滋 池田　元栄 鈴木　憲示

篠田　八郎

８区 宮本　憲次 増田　龍一郎 増田　龍一郎 小菅　安定 吉竹　光雄 吉竹　光雄 吉竹　光雄 （会）板橋　清吉 板橋　清吉

村井　和三郎 村井　和三郎 村井　和三郎 佐々木　義人 福田　信之 （会）福田　信之 （管）石田　秋吉 （会）金本　源之助

監事 小川　龍太　1 小川　龍太　1 小川　龍太　1 小川　龍太　1 御立　順一郎　6 渡辺　康一　4 宇山　敏雄　3 吉本　市　1

倉谷　利助　2 倉谷　利助　2 倉谷　利助　2 倉谷　利助　2 鈴木　茂吉　2 内田　久松　5 西尾　光雄　1 谷岡　亮一　4

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

昭和38 昭和39 昭和40 昭和41 昭和42 昭和43 昭和44 昭和45 昭和46 昭和47 昭和48 昭和49 昭和50 昭和51

委員 １区 清水　重正 松本　岩吉 松本　岩吉 （会）行本　隆 （会）行本　隆 （副）杉山　甚一 （正）杉山　甚一 芝　孝明 （会）芝　孝明 平岩　新吾 平岩　新吾 （会）土屋　那志子 （会）土屋　那志子 （副）吉本　市

大場　修吉 大場　修吉 塩野　倉之助 塩野　倉之助 （管）末村　興二 （管）末村　興二 （副）藤平　定市 （正）藤平　定市 藤平　定市 野村　九 野村　九 （会）小島　亮次 土屋　那志子

今井　壬子郎 吉本　市 行本　隆 杉山　甚乃助 早川　政人 早川　政人 （会）小島　亮次

２区 （会）西尾　驥一郎 （庶）山本　英十 （庶）山本　英十 （副）諏訪　住雄 （正）諏訪　住雄 （管）鈴木　大典 （管）鈴木　大典 （庶）染田屋　謙相 （庶）染田屋　謙相 （副）新谷　三郎 （正）新谷　三郎 （副）青山　博次郎 （正）青山　博次郎 （管）鈴木　小四郎

静間　勝之 （副）静間　勝之 （会）鈴木　七緒 （会）鈴木　七緒 浜谷　秀三 中村　薫 久我　豊雄 久我　豊雄 大野　実雄 大野　実雄 （管）井上　正夫 新谷　三郎 （庶）綿貫　哲夫

小西　勇雄 （庶）浅島　兵治 鈴木　七緒 （管）井上　正夫 松原　久三 松原　久三

諏訪　住雄

３区 （庶）青柳　冨次 （会）山岡　隆一 （会）山岡　隆一 （庶）加藤　肇 （副）金山　喜八郎 （正）金山　喜八郎 平野　重雄 平野　重雄 井口　武治 （会）井口　武治 （会）井口　武治 大岩　健夫 大岩　健夫

児玉　正男 児玉　正男 橋爪　安之助 橋爪　安之助 （庶）浅島　兵治 （庶）早崎　謙次郎 （副）早崎　謙次郎 （正）早崎　謙次郎 （会）田中　重信 （会）田中　重信 田中　重信 井原　正治

斉藤　彦一 早崎　謙次郎 （庶）寺崎　清吾 （庶）寺崎　清吾

４区 （管）高木　純一 高木　純一 （正）柳　春雄 （正）柳　春雄 紺野　七郎 紺野　七郎 日下　喜一郎 日下　喜一郎 （会）井出　俊雄 （会）太田　隆三 （副）野沢　勝三郎 （正）野沢　勝三郎 （副）高木　純一 （正）高木　純一

柳　春雄 （正）奈良　一也 （副）奈良　一也 （管）鈴木　誠 （管）鈴木　誠 （会）二俣　順一 （会）二俣　順一 説田　長彦 説田　長彦 赤松　綾子 赤松　綾子 飯塚　武三郎 （常）柳　春雄 野沢　勝三郎

井出　玉江 井出　玉江 奈良　一也 柳　春雄 太田　隆三 柳　春雄 （管）柳　春雄 （常）柳　春雄 飯塚　武之助 長満　郁郎

野沢　勝三郎 （常）柳　春雄

５区 （正）浦野　定躬 （庶）浦野　定躬 （管）高石　数人 （管）高石　数人 大貫　太郎 大貫　太郎 （管）貫井　良一 （管）貫井　良一 （管）加藤　圭典 （管）大西　一男 （管）大西　一男 （管）田中　悦貮 （管）田中　悦貮

（庶）杉山　謙一 斉藤　道彦 浦野　定躬 太田　甚五郎 太田　甚五郎 森田　虎雄 森田　虎雄 黒田　武雄 黒田　武雄 （管）加藤　圭典 宇佐美　英治 宇佐美　英治 （管）小池　昌四郎 （管）小池　昌四郎

（管）石川　育男 近藤　しづ

６区 （管）石川　育男 （庶）鎌倉　武富 （庶）鎌倉　武富 （会）皆川　栄二 皆川　栄二 （会）寺本　直彦 （会）寺本　直彦 根本　義雄 根本　義雄 （庶）高橋　幸 （庶）高橋　幸 皆川　栄二 皆川　栄二

西島　武 松田　岩男 松田　岩男 大里　忠 （庶）大里　忠 浅見　寅次郎 浅見　寅次郎 川口　哲弥 川口　哲弥 岡本　政市 岡本　政市 谷　幸馬 谷　幸馬 相沢　邦彦

７区 藤野　寛 藤野　寛 杉山　直人 杉山　直人 今井　普二 今井　普二 池田　元栄 池田　元栄 （庶）小川　八郎 （庶）小川　八郎 小林　一男 小林　一男 （庶）今村　要三 （会）中山　滋

鈴木　憲示 浜野井　辰蔵 浜野井　辰蔵 加藤　喜義 加藤　喜義 粂　平二 粂　平二 （管）遠山　正一郎 （管）遠山　正一郎 （管）笹岡　国雄 （管）笹岡　国雄 植原　昭一 植原　昭一 （庶）今村　要三

縣　康

８区 （会）西村　和泰 （会）西村　和泰 西村　邦彦 大久保　紀江 樫尾　繁 （会）樫尾　繁 小川　岩雄 （庶）小川　岩雄 （副）松田　倉三 （正）松田　倉三 松田　倉三 佐々木　義人 佐々木　義人 水野　健

（副）金本　源之助 （管）山田　保雄 （管）山田　保雄 成塚　清次 成塚　清次 （庶）武内　清次 （庶）武内　清次 片田　始 片田　始 青山　忠司 青山　忠司 吉竹　光雄 宮島　文枝 宮島　文枝

金本　源之助 金山　源之助 吉竹　光雄

監事 柳　春雄　4 高木　純一　4 浦野　定躬　5 小西　勇雄　2 吉本　市　1 鈴木　七緒　2 行本　隆　1 杉山　甚乃助　1 藤平　定市　1 早崎　謙次郎　3 松田　倉三　8 新谷　三郎　2 野沢　勝三郎　4 土屋　那志子 1

今井　壬子郎　1 金本　源之助　8 縣　康　7 奈良　一也　4 柳　春雄　4 諏訪　住雄　2 金山　源之助　8 柳　春雄　4 柳　春雄　4 田中　重信　3 井原　正治　3

1960

昭和35



大泉名水会　歴代地区委員等一覧（昭和25～35年：大泉共栄会、昭和36～：大泉共栄会水道部会、平成８年～令和4年9月：大泉名水会）

注）一部推定箇所あり

2

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

昭和52 昭和53 昭和54 昭和55 昭和56 昭和57 昭和58 昭和59 昭和60 昭和61 昭和62 昭和63 平成1 平成2

委員 １区 （正）吉本　市 増渕　恒吉 増渕　恒吉 清水　加代 清水　加代 （管）五味渕　正詞 五味渕　正詞 三井　正秋 三井　正秋 藤平　定市 藤平　定市 （副）根本　宏 今井　壬子郎 今井　弘次郎

竹内　辰二 竹内　辰二 男沢　淳 （庶）男沢　淳 斉藤　信枝 斉藤　信枝 浅利　次雄 浅利　次雄 藤平　定市 松本　岩吉 松本　岩吉 丸山　虎之助 丸山　虎之助 久保田　繁

小島　亮次 吉本　市

２区 （管）鈴木　小四郎 （副）新谷　三郎 （正）新谷　三郎 （管）山本　英十 （管）山本　英十 （庶）松本　和雄 松本　和雄 （庶）亀谷　敏明 （庶）亀谷　敏明 恩田　昌夫 恩田　昌夫 木村　光人 山口　好作 山口　好作

平川　勝章 新谷　三郎 （管）西本　正 （管）西本　正 石毛　猪三郎 石毛　猪三郎 （会）恩田　昌夫 千木良　亮 千木良　亮 （会）大和田　尚篤 （会）大和田　尚篤 （会）井上　純之

３区 根津　準一 （庶）伊藤　敏夫 （副）金山　喜八郎 （副）金山　喜八郎 金山　喜八郎 （副）長束　重雄 村上　貞道 村上　貞道 （庶）城井　睦夫 城井　睦夫 城井　睦夫 早崎　覚 田尻　弘 田尻　弘

（庶）綿貫　哲夫 根津　準一 （庶）塩入　小弥太 久我　豊雄 （副）長束　重雄 （会）北條　貞夫 （副）北條　貞夫 （会）清水　政勝 （会）清水　政勝 山崎　斐雄 山崎　斐雄 山中　宏三 伊藤　敏夫 （庶）早崎　正一

（庶）伊藤　敏夫 神谷　武夫 神谷　武夫 （総選）北條　貞夫

伊藤　敏夫

４区 （副）奈良　一也 （正）奈良　一也 鈴木　誠 鈴木　誠 二股　順一 二俣　順一 説田　長彦 説田　長彦 壷井　義城 壷井　義城 壷井　義城 （会）松橋　源三 （会）鈴木　誠 （会）鈴木　誠

（常）柳　春雄 （会）池野　勝雄 （会）池野　勝雄 （会）池野　勝雄 （会）池野　勝雄 （正）野澤　勝三郎 （正）野澤　勝三郎 （正）野澤　勝三郎 （正）野澤　勝三郎 長谷川　善彦 長谷川　善彦 （正）柳　春雄 柳　春雄 柳　春雄

長満　郁郎 （常）柳　春雄 （常）柳　春雄 （常）柳　春雄 （常）柳　春雄 （常）柳　春雄 （総選）柳　春雄 （正）柳　春雄

高木　純一 奈良　一也

５区 日下部　キイ 村田　不二夫 村田　不二夫 郷農　靖之 郷農　靖之 郷農　靖之 荒瀬　英夫 （正）中山　泰喜 （正）中山　泰喜

（管）松本　清 （管）松本　清 大島　慶善 大島　慶善 日下部　キイ 座間　礼二郎 座間　礼次郎 （管）上田　敏博 （管）上田　敏博 嶋田　正一 嶋田　正一 （管）西島　進 （管）西島　進 （管）山下　則男

（管）北井　実 （管）北井　実 （正）中山　泰喜 （正）中山　泰喜

６区 （会）善積　武三 （会）善積　武三 （管）石川　育男 （管）石川　育男 （庶）御立　順一郎 （庶）御立　順一郎 佐々木　賢 佐々木　賢 （管）臼井　幹輔 臼井　幹輔 臼井　幹輔 （管）斎藤　芳江 （副）渡辺　芳雄 渡辺　芳雄

相沢　邦彦 榎本　照久 榎本　照久 山田　長年 山田　長年 島　宏 島　宏 渡辺　芳雄 渡辺　芳雄 木村　隆 木村　隆 佐藤　文男 佐藤　文男 高橋　章

善積　武三

７区 柴田　英一 柴田　英一 （会）広瀬　誠司 （庶）縣　康 （庶）縣　康 竹内　義典 荒木　貞子 荒木　貞子 （副）篠田　八郎 篠田　八郎 西　雄三 高村　英昭 高村　英昭 （管）鈴木　憲示

（会）中山　滋 安藤　三男 安藤　三男 （会）広瀬　誠司 （会）足立　和雄 （会）足立　和雄 竹内　義典 藤田　和宏 藤田　和宏 西　有三 篠田　八郎 （庶）桑田　一彦 （庶）大栗　道雄 大栗　道雄

中山　滋 広瀬　誠司

８区 水野　健 山崎　英子 山崎　英子 福田　信之 福田　信之 大川　政雄 大久保　敦生 大久保　敦生 宮島　文枝 宮島　文枝 宮島　文枝 村井　和郎 （庶）菅沢　伝寿 菅沢　伝寿

（庶）村井　和郎 （庶）村井　和郎 小池　一道 小池　一道 西　利昭 西　利昭 大川　政雄 松村　日出雄 松村　日出雄 小川　岩雄 小川　岩雄 福田　昌弘 （管）福田　昌弘 （庶）小菅　姉美子

監事 小島　亮次 1 吉本　市 1 善積　武三 6 新谷　三郎 2 金山　喜八郎 3 中山　泰喜　5 足立　和雄　7 大川　政雄　8 村田　不二夫　5 清水　政勝　3

高木　純一 4 中山　滋 7 伊藤　敏夫 3 広瀬　誠司 7 池野　勝雄　4 御立　順一郎　6 松本　和雄　2 荒木　貞子　7 野澤　勝三郎　4

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16

委員 １区 （庶）佐藤　廸夫 佐藤　廸夫 （会）大場　修一 大場　修一 （副）塩野　倉之助 塩野　倉之助 末村　巳知子 （管）末村　巳知子 浅賀　洋一 浅賀　洋一 （副）関場　昭憲 （正）関場　昭憲 竹内　憲一 竹内　憲一

久保田　繁 荒畦　清 （庶）荒畦　清 榊原　正明 榊原　正明 （管）和田　真海 和田　幸 西尾　重雄 （管）西尾　重雄 （会）安藤　進夫 （会）安藤　進夫 （会）吉村　正孝 （会）吉村　正孝 （会）丸山　徹雄

２区 （会）染田屋　謙相 （会）染田屋　謙相 影近　淑子 （副）影近　淑子 町田　博子 （副）町田　博子 江川　陽子 江川　陽子 クロイツァー　涼子 クロイツァー　涼子 太田　友康 太田　友康 （会）鈴木　小四郎 鈴木　小四郎

（副）井上　純之 （会）内野　和重郎 （正）内野　和重郎 岡部　喜代子 （管）岡部　喜代子 千木良　亮 （会）千木良　節子 近藤　則彦 （会）近藤　則彦 井上　正夫 井上　正夫 新倉　正宏 新倉　正宏 樋口　量一

３区 （管）大石　健夫 大石　健夫 石原　直吉 （管）石原　直吉 鈴木　京 （会）鈴木　京 伊藤　富雄 （庶）伊藤　富雄 （副）秋田　光一 （正）秋田　光一 （管）伊沢　福三郎 （管）伊沢　福三郎 （副）（管）田中　重信（正）田中　重信

（正）早崎　正一 鈴木　京 鈴木　京 丹羽　道夫 丹羽　道夫 （副）清水　政勝 （正）綿貫　哲夫 （正）綿貫　哲夫 （庶）早崎　正一 （副）早崎　正一 （会）伊藤　敏夫 （会）伊藤　敏夫 （副）北條　敏夫 北條　敏夫

４区 （会）二股　順一 （正）二股　順一 （管）説田　長彦 松橋　源三 （会）松橋　源三 長満　晃 （庶）長満　憲子 武藤　浩通 （会）武藤　浩通 小石　尚忠 （管）小石　尚忠 （副）高師　昭南 （正）高師　昭南 （庶）吉田　靖

柳　春雄 柳　春雄 （副）大西　勝 （副）大西　勝 （庶）伊藤　清忠 伊藤　清忠 高美　博子 高美　博子 （管）安部　正方 （管）安部　正方 （庶）日下　祐三 （庶）日下　祐三 （管）金谷　孝 （会）金谷　孝

５区 （庶）楠木　孝友 （管）楠木　孝友 吉田　和夫 （管）吉田　和夫 （会）斎藤　久 斎藤　久 （会）飯田　良子 （庶）田中　勇一 （正）田中　勇一 （庶）柿田　恭夫 （副）柿田　恭夫 鈴木　茂 鈴木　茂 （副）井関　順一

山下　則男 （管）菱沼　晋作 （管）菱沼　晋作 （管）稲村　善治 稲村　善治 （庶）石原　潔 石原　潔 （会）吉本　貞敏 吉本　道子 （管）黒田　滋 黒田　滋 藤井　美夫 （編）藤井　美夫 （編）谷川　幸晴

６区 斎藤　芳枝 斎藤　芳枝 （庶）岸　雄三 岸　雄三 佐々木　賢 （会）佐々木　賢 （副）御立　順一郎 （副）御立　順一郎 善積　武三 善積　武三 臼井　幹輔 臼井　幹輔 （庶）臼井　弘 （庶）臼井　弘

高橋　章 （庶）高橋　章 高橋　章 （会）谷　幸馬 谷　幸馬 前沢　満里子 （管）前沢　満里子 （管）石川　和雄 石川　和雄 山崎　昇二 山崎　昇二 関谷　正明 関谷　正明 （管）寺本　明彦

７区 鈴木　憲示 浜野井　辰蔵 浜野井　辰蔵 （副）五十嵐　雄二 （正）五十嵐　雄二 田島　直義 （庶）田島　よし枝 （庶）田島　よし枝 平瀬　英幸 （会）平瀬　英幸 斎藤　実 斎藤　実 （編）佐伯　冨美子 （編）佐伯　冨美子

（管）高田　一枝 高田　一枝 高田　勇 （庶）高田　勇 （管）加藤　喜義 （庶）加藤　喜義 加藤　自子 樋田　彰 （副）樋田　彰 （副）遠山　英夫 （正）遠山　英夫 笹岡　秀次 笹岡　秀次 （管）今井　史子

８区 樫尾　繁 樫尾　繁 田沢　美子 田沢　美子 宮本　美沙子 宮本　美沙子 雨宮　由利子 雨宮　由利子 大久保　瑞江 （庶）大久保　瑞江 芥　姉美子 芥　姉美子 （庶）和田　正巳 （庶）和田　正巳

小菅　姉美子 山崎　英子 （会）山崎　英子 岩田　建三 （庶）岩田　建三 （会）村松　日出雄 村松　日出雄 小川　岩雄 （庶）小川　岩雄 吉竹　隆昭 （庶）吉竹　隆昭 （編）福田　昌弘 （編）福田　昌弘

監事
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注）一部推定箇所あり

3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30

委員 １区 A 大谷　達三 大谷　達三 河内　照一 河内　照一 斎藤　信江 斎藤　信江 釜　節子 釜　節子 （正）吉本　岳生 （正）吉本　岳生 （正）吉本　岳生 （広）増渕　路子 （管）増渕　路子 （広）町田　和昭

B （副）（会）丸山　徹雄 （副）（会）久保田　繁 （副）（会）久保田　繁 （管）榊原　弘子 （管）榊原　弘子 （管）和田　眞海 （管）和田　眞海 （管）渡辺　顕 （管）渡辺　偕子 西尾　重男 西尾　弘子 （庶）安藤　進夫 （正）安藤　進夫 （会）丸山　徹雄

２区 A （編）松本　和雄 （会）松本　和雄 （管）中田　美喜子 中田　美喜子 青柳　和也 青柳　和也 小林　隆行 小林　隆行 （庶）鈴木　博行 （書）鈴木　博行 鈴木　茂夫 （副）鈴木　茂夫 （広）宮本　美智子 （広）宮本　美智子

B 樋口　量一 （編）鈴木　保子 稲井　信輝 稲井　信輝 山口　博 （庶）山口　博 棚澤　哲朗 棚澤　哲朗 （管）荒木　きみ子 （管）荒木　きみ子 久我　昭雄 （副）久我　昭雄 （管）大嶺　朋子 （広）大嶺　朋子

３区 A （副）俵　拓也 俵　拓也 石原　直 （正）石原　直 石原　直 （会）石原　雄一郎 丹羽　道子 丹羽　道子 上山　順子 （庶）上山　順子 （庶）笹森　幸文 （庶）笹森　幸文 （広）秋田　美穂子 （会）秋田　美穂子

B 西川　金太郎 （副）西川　金太郎 松本　一太 松本　一太 （庶）安部　裕之 （庶）安部　裕之 （会）金丸　広幸 （会）金丸　広幸 石本　詠映子 石本　詠映子 大山　慎也 （庶）長束　健二 （庶）長束　健二 （副）根津　隆正

４区 A （庶）吉田　靖 （会）中家　基博 （会）中家　基博 （会）福田　祐一郎 （会）松井　千種 （会）一橋　是人 （副）（会）一橋　是人 （正）一橋　是人 （副）小浜　百子 （副）小浜　百子 （書）新井　一男 （正）新井　一男 （会）馬場　麻比古 （正）馬場　麻比古

B 海野　潤 寺谷　敞介 （副）佐藤　公夫 （会）佐藤　公夫 （副）柳　雅俊 柳　雅俊 大西　勝 大西　勝 （庶）高橋　留美子 （書）高橋　留美子 （管）井出　喜和子 （管）井出　喜和子 （庶）八反田　弘子 （環）八反田　弘子

５区 A （正）井関　順一 （庶）川井　正一 井関　順一 （副）中島　薫 （正）中島　薫 （副）實川　芳昭 （正）實川　芳昭 （庶）家永　夏子 （庶）家永　夏子 大島　利英子 （書）大島　利英子 （広）岸本　和子 （広）岸本　和子 （庶）小島　周一

B （編）谷川　幸晴 （庶）高橋　多美子 （庶）高橋　多美子 （庶）井岡　淳夫 井岡　淳夫 照屋　純 照屋　純 照屋　純 照屋　純 （会）坂田　嘉孝 （副）坂田　嘉孝 （防）楠本　孝友 （副）楠本　孝友 （環）川津　基

６区 A （庶）町井　春美 （庶）町井　春美 （管）浜崎　憲秀 （管）浜崎　憲秀 （庶）松井　良業 （正）松井　良業 （庶）伏木　雅昭 （庶）伏木　雅昭 泉川　典子 泉川　典子 石井　京子 （会）石井　京子 （会）永縄　貴之 （副）永縄　貴之

B （会）寺本　明彦 中野　幹久 中野　幹久 沢田　孝夫 沢田　孝夫 （庶）櫻井　茂樹 （副）（庶）櫻井　茂樹 （管）吉田　千歳 吉田　千歳 （庶）渡部　佐和子 （副）渡部　佐和子 （防）高塚　裕 （環）高塚　裕 （管）高橋　章

７区 A （管）今井　史子 （管）阿部　恵一郎 （管）阿部　恵一郎 竹内　義典 （庶）竹内　義典 （管）藤田　和宏 （庶）柴田　良一 （庶）柴田　良一 （庶）中馬　道子 （庶）中馬　道子 篠田　英範 （会）篠田　英範 （庶）桑田　智之 （庶）桑田　智之

B （庶）大林　靖治 大林　靖治 （管）豊川　博治 （庶）豊川　博治 （庶）小林　修男 （庶）小林　修男 （管）和田　和宏 （副）西　有三 西　有三 浜野井　一宏 （会）浜野井　一宏 （広）五十嵐　雄二 （環）五十嵐　雄二 （管）安島　敬

８区 A （管）金本　源之助 （管）金本　源之助 村井　和郎 村井　和郎 （会）川島　順 川島　順 （庶）金沢　修治 （庶）金沢　修治 （会）金沢　修治 伊藤　晴彦 （庶）雨宮　由利子 （庶）和田　正巳 （庶）和田　正巳 （庶）金本　悟

B （編）岩田　健三 （編）岩田　健三 山田　道子 山田　道子 河野　一郎 河野　一郎 河野　一郎・水野　宏 （会）水野　宏 （会）小菅　婦美子 （会）塩見　和子 （会）塩見　和子 （管）修田　潤悟 （副）修田　潤悟 （庶）岩田　健三

監事 田中　重信　3 井関　順一　5 松本　和雄　2 井関　順一　5 石原　直　3 中島　薫　3 松井　良業　6 實川　芳昭　6 釜　昭男　6 水野　宏　8 鈴木　博行　2 坂田　嘉孝　5 鈴木　茂夫　2 楠本　孝友　5

金谷　孝　4 丸山　徹雄　1 西川　金太郎　3 久保田　繁　1 佐藤　公夫   4 川島　順　8 石原　雄一郎　3 櫻井　茂樹　3 伏木　百合子　3 笹森　幸文　3 修田　潤悟　8

2019 2020 2021 2022 2023

平成31・令和1 令和2 令和3 令和4　＊委員廃止し班長へ 令和5

委員 １区 A （広）町田　和昭 （庶）五味渕　隆志 （庶）五味渕　隆志 三井　靖子

B （会）丸山　徹雄 （環）久保田　一郎 （環）久保田　一郎 渡辺　翼

２区 A （広）染谷屋　佐和子 （広）染谷屋　佐和子 （広）小池　千秋 小池　千秋

B （庶）日比野　裕二 （正）日比野　裕二 （会）大橋　径一 大橋　径一

C 木村　憲夫

３区 A （会）沖本　純子 （会）沖本　純子 （広）伊藤　富雄 伊藤　富雄

B （副）根津　隆正 （副）山川　隆久 （副）山川　隆久 京田　雅弘

４区 A （環）佐藤　昭彦 （環）佐藤　昭彦 （広）日高　誠 日高　誠

B （広）茂野　弘 （広）茂野　弘 （環）衣笠　雅子 衣笠　雅子

５区 A （正）小島　周一 （広）須藤　稔 （正）須藤　稔 杉本　卓三

B （環）川津　基 （庶）間瀬　元夫 （庶）間瀬　元夫 中田　信行

C 江端　洋光

６区 A （副）野田　万太郎 （副）松井　良業 （副）佐々木　佳子 佐々木　佳子

B （管）高橋　章 （管）今村　一雄 （管）今村　一雄 佐藤　賢了

７区 A （管）大栗　道孝 （管）大栗　道孝 （管）田島　英雄・よし枝 田島　よし枝

B （庶）安島　敬 （庶）遠山　英夫 （庶）遠山　英夫

８区 A （庶）金本　悟 （会）神宮　孝一 （会）神宮　孝一 小川　洋輔

B （庶）岩田　健三 （庶）福田　洋子 （庶）福田　洋子

監事 永縄　貴之　6 金本　悟　8 茂野　宏　4 神宮　孝一


