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委員１４

委員１３

吉永　将也 森　和平森　亜麗

李　　暁航

委員１２ 横山　智信 宮崎　聖也 宮本　荒樹

矢野　良一 中村　圭助 渡邉　晶 吉田　隆一郎前田　絵美 森野　秀昭 三浦　崇二郎

吉沢　龍人

委員１１ 平田　潤一郎 山中　章雅 堀口　佳克 眞下　友孝 吉田　滋一 渡邉　正義 福島　佳孝

並木　圭輔 内藤　愛子 李　玉平 星原　正明平田　洋介 藤崎　浩太郎 藤代　哲夫 前田　大樹

横山　清行

委員１０ 菱倉　力也 森松　長治 深田　健太郎 船越　雅臣 森部　花子 森藤　健志 千葉　智也

田中　喜裕 徳山　周作 三村　和也 平山　晴彦徐　裕貴 平野　靖和 土屋　雄祐 平坂　公太

山谷　明

委員９ 長島　真吾 睦田　浩 新津　隆太郎 早坂　寿晃 三田　良貴 村田　潤 阪口　玲磨

雑賀　慶 田中　大嗣 南　　有姫 計屋　卓摩坂野　久典 中島　恵美子 谷﨑　和美 杉山　直希

矢部　征一郎

委員８ 谷本　一樹 眞鍋　大介 難波　陽介 浜寄　太 堀川　尚 藤井  伸敬 檞　貴則

小岩井　もれあ 須藤　豪 平井　邦彦 新井田　豊坂口　賢治 内藤　隆行 立原　慎一 杉本　佳英

森山　洋

委員７ 高橋　道夫 原岡　誠 徳永　剛太 為我井　敦 福島　潔 須藤　充隆 金沢  裕矢

川内　康生 鈴木　啓司 中野　光宏 小島　大志小池　規夫 鈴木　勝太 島田　亜紀子 柴崎　勝臣

藤井　剛平

委員６ 佐治　俊和 中田　裕明 津島　弘樹 武吉　宏真 成重　崇宏 鈴木　洋平 加藤　智也

茅野　宏行 菅原　広人 坪井　啓介 大久保　孝強河原　裕希 杉山　裕治 川口　良成 久保田　公治

速水　啓太郎

委員５ 齋藤　督剛 中島　勇人 髙田　健 柴田　秀和 中根　幹人 笹田　一成 越智　建太

金子　三十三 陣　恵 髙橋　正英 扇本　正詞川井　彩香 佐久間　陽介 小倉　達哉 木村　尊

鈴木　義貴

委員４ 高谷　憲 窪田　恭史 草間　剛 佐藤　賛 齋藤  達也 桜井　栄治 荻原　利晃

片本　彰 佐藤　健太郎 朱　ユミ 牛島　浩二岩谷　大介 木原　崇壱 井村　哲男 君嶋　博明

伊東　洋子

委員３ 日下部　咲 柄戸 梨恵子 岸　真富士 北村　信 小酒井　宏行 坂倉　賢 井原　幸二郎

尾﨑　直人 小栁　悟 加藤　大升 井村　正広岩﨑　智彦 大久保　英樹 今井　心一 大村　明伸

石田　智寛 山泉　貴寛

委員２ 上関　大奨 金澤　栄吾 片岡　里奈子 川村　徹也 金刺　丈晴 岩井　洋司 石川　宏昭

板倉　亮輔 内田　明子 岡野　哲也 板垣　徹宏池永　力 相原　友宏 縣　昌宏 今井　大輔

吉岡　和紀 松岡　直一

委員１ 岩田　敬輔 石井　忍 海山　昌輝 岩田　拓也 大久保　利嗣 飯村　勇紀 雨之宮　貴

神保　僚輝 星野　信一 志伊良　正彦 古屋　哲彦田中　康貴 中野　智子 丹野かおり 三井　寿浩

星野　琢磨 眞壁　正彦

幹事 高橋　功 佐藤　豊毅 阪本　道広 肥沼　周平 山口　達也 村山　英広 林　良浩

木下　久一 小松　寛 櫻井　正明 黒木　彰悟島田　康司 田邉　裕明 小島　清宏 前田　信哉

中村　隆敏 野田　　望

幹事 岡田　圭司 内田　幸雄 國方　祐二 永田　弦 榎本　進一郎 松尾　到 横山　忠史

小川　敦弘 川名　智也 遠藤　哉 神谷　誠佐護　満 河野　伸幸 小圷　謙一 金城　永政五十嵐　勝博 石井　泰彦 今井　義仁 藤元　政光幹事 石井　健博 相澤　升平 神谷　薫

奈良　健

柴田　健

副委員長 下山　進

船岡　隼人 豊福　淳 細谷　明規 望月　整横山　篤朗 畠山　順広 野路　尚弘 横山　孝行

越水　真理

副委員長 佐藤　賢太郎 古屋　裕貴江 長谷川　貴子 松木　貴史 森　大樹 太田　幸利 軽部　康介 山田　悟

冨井　雅生 上田　裕由 鈴木　隆広 中里　仁向井　久雄 實方　秀人 西山　利宏 根﨑　基

植草　尚大

副委員長 鎌田　英広 川口　大治 辰野　友彦 坂本　信一郎 田中　太郎 小浦　隆範 上原　洋一 澁谷　栄祐

大江　さやか 秋本　高照 齋藤　真史 田村　英輔亀卦川　基喜 飯川　勝也 久土地　智志 太田　智洋

杉浦　由規

副委員長 市川　浩介 小川　可奈子 ｻｲﾄｼﾝｶﾞｰ　奈美子 草島　治郎 小堀　倫 阿部　哲也 阿部　浩明 佐藤　貴治

清水　剛 髙山　剛 文字　放想 長瀬　隆史伊藤　和樹 川口　恭史 田中　規義 阿部　隆行三田　竜平 中村　健悟 権藤　隆久 田中　宗武委員長 鈴木　正男 秋元　学 栗原　伸幸

日本ＪＣ交流委員会 ＪＣＩ交流委員会 広報・褒賞委員会 総務委員会例会委員会 会員交流委員会
コンベンション推進

委員会
コンベンション運営

委員会
横浜開港祭企画運営

委員会
横浜開港祭広報渉外

委員会
会員拡大委員会

オリエンテーション
委員会

委員会名 誠の人確立委員会
はまっ子スクール運

営
委員会

横浜開港祭総務委員
会

専務室

室長 荒井　敬之 関　一夫 阿南　智英 三枝　文明 野村　真人 殿内　崇生 小俣　順一

専務理事　　石川　洋之

室名

魅力ある横浜創造
特別委員会

誠道推進室 横浜開港祭室 会員室 交流室 コンベンション室 渉外室 総務室

副理事長　　半田　　浩久 副理事長　　髙橋　佳宏 副理事長　　齋藤　貢一 副理事長　　稲葉　崇浩

財政顧問 齊藤　喬

特別理事 宝田　博士

理事長　　高見澤　尚弘

直前理事長 岡部　祥司

長期政策会議

拡大推進会議

北野　秀人

総会

監事 小原　健司

監事

法制顧問 和智　英人

野澤　吉且

理事会

常任理事会 財務規則審査会議


