
守成クラブ旭川 2019年度　委員会体制図 2019/04/10 更新　守成クラブ旭川事務局

顧問 金田和鐘

監査役 柳沼雅彦 直前代表 小滝達也

代表 西村公艶

副代表 島部雅央 副代表 上杉美由紀 副代表 梅井幹雄

事務局長(世話人) 金田信貴

世話人 上林和弘 世話人 中嶋昌則 世話人 渡邉正俊 世話人 吉本秀美・佐藤弘子

委員会名 事務局 受付(OMO7) 受付(ベル) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 広報 市場活性 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ 堀 高綱 山下 篠原

委員長 佐々木仁 中井隆介 田中裕司 森田　仁 手塚雅博 菅野美加 丹野香織 堀　義孝 高綱恵子 山下直樹 篠原直子

副委員長 吉本真澄 加藤和彦 石坂圭 山本知佳 加藤幸浩 清水京子(参) 梅野紗季 佐藤仁親 今野正和 岩鼻徳夫 菅原博秀

岡田賢二 小西義信 佐々木工 間所俊哉 西山昌孝 大村尚史(参) 嵯峨　学 川辺康幸 澁谷崇央 尾崎吉一 石田八郎(参)

成田忠幸 南加奈子 長原　守(参) 江口美和 橋本博昭 中川真弓 亀山直基 児玉久子(参) 伊藤勝治(参) 吉尾悟志(参) 加藤康博

岸　政充 山本英樹 三好久美 加藤吏功 河野忠克 早坂琢弥 真下雅充 長谷川新子 菅野雅文 川崎隆雄(参) 谷川良裕

齊藤　剛 谷口丈夫 高　祐淳 城岡ひとみ 髙橋孝子 柴田紀幸 八尾　亮 藤原直樹 小西和洋 相澤元恵 久保村やす子

前　政成 東倉正志 松村優子 和泉泰弘 多田光臣 中富正弘 浅野明美 馬場瑞穂 大路欣正 佐々木達也 上神田篤

布子克敏 田中　強 濱田知子 小山訓史 松田昌紀 川上健太 佐藤啓史 早坂賢治 北口誠二 佐藤大輔 曾田真助

堂本晴文 福井雄一 斉藤直輝 戸川智文 井上幸子 鈴木美千代 姜　陽子 矢田栄司 遊佐直樹 長根紀子 富川泰志

窪田幸雄 高橋幸二 谷島　稔 三浦直土 加賀涼美 池田圭治 近藤卓也 古立勝仁 長津亜希 高貝年擴 藤井泰樹

菅野真敏 只野憲弥 大河内豪 岸本伸二 赤坂英亮 坂井　仁 森田琢博 宮崎美智子 野瀬美保 春日崇志 笠原二三男

早勢裕一 藤林一弥 橋本欣人 浦野友紀也 岸本直仁 古立貴仁 伊藤香月 二本柳竜太 上野貴仁 村井　誠 藤井宏泰

立花慎也 實吉孝範 濱田　寛 小林大祐 鈴木博幸 長谷川智子 弦間　信 東　隼人 青木幸枝 井出昌志 坂井賢司

朝野裕一 東海林孝一 中井康裕 山本耕司 金岩尚子 矢部大輔 井上　渉 藤岡健吾 富田佳佑 田中晴己 加藤健太

鈴木重喜 横井裕明 宮本憲二 里村　亘 今井康人 堀井　隆 加野尚久 井上俊一 河北俊也 大川美果 佐藤裕一

山崎竜也 宮津恵理 佐伯豪司 山田美智子 佐藤真由美 折坂泰毅 鶴間雅之 渡邊明美 阿部和久 中村　摩維子 平野健治

飯岡直輝 春木真樹 林　泰志 御家瀬寿彦 遠藤未麗 大西紀一郎 松尾 一希 古田秀敏 早川江利子 太田雅規 大野弘幸

柳沼雅彦(監) 今裕一 橋場優企 小松谷真路 金子幸子 佐藤孝文 野村庸平 菊地真由美 坂本英志 長谷川芳史 大谷雅矢

高瀬　仁 加賀涼香 千葉みさこ 豊田すみれ 山本桃子 中村則子 鎌田健一 古川晃 川上義尚 小城正義

原田　太 森田直樹 小野寺有香 米田卓司 長谷川誠 清水啓太 葛徳大 高橋一美 田所義朗 茂木聖美

高橋　豊 湊　真 堀　博勝 尾崎雄一 長野　浩 荻野匡史 井出光俊 青木貴哉 柴田武彦 森谷和弘

松川和禎 高宮城寿美子 山本宏治 金生康宏 小滝達也(直) 大野辰之伸 中川勝範 松下健吾 渡辺良生

布施祐介 吉本将悟 柳浦みどり 合澤雄一 小久江博 松田敦弘 大蔵謙造

加藤　浩 後藤英俊 大西麻紀 平間哲司

菅原　亮太郎 菊原一平 宮本早苗　

藤岡　真 渋谷　文 杉山孝一

平川一之 畠山幸子 上田隆昭

本間隆義
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