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平成29年夏号

・第 5回定時総会
・新役員紹介
・委員会だより
・部会だより
・県法連だより
・会社訪問“企業戦士の素顔”
・税務署だより
・税理士会からのお知らせ
・東金労働基準監督署からのお知らせ
・東金県税事務所からのお知らせ
・事務局だより

企業戦士の素顔

14pに掲載していま
す。

九十九里町

鵜沢ネット株式
会社 

　　　　　鵜沢
 善一 氏

〈東金市 水野家の墓所〉〈東金市 水野家の墓所〉



〈表　彰〉
◇優良経理担当者表彰の受賞者（敬称略）

　髙橋　真吾　和信産業㈱厚板本部
　　　　　　　　（東金第 2 支部）
　石毛　芳枝　㈱大網白里ショッピングセンター
　　　　　　　　（大網白里第 1 支部）
　大矢智津子　㈲大矢板金
　　　　　　　　（大網白里第 3 支部）
　音高　廣子　㈱丸光運輸
　　　　　　　　（山武第 3 支部）
◇平成２8年度 
　会員増強統一月間運動成績に関する表彰

　○獲得部門
　・第 1 位　芝山支部
　・第 2 位　東金第 4 支部

　
　・第 3 位　大網白里第 1 支部
　・第 4 位　大網白里第 2 支部
　・第 5 位　大網白里第 3 支部
　・努力賞　山武第 3 支部
　○目標達成部門（達成率 200%以上）
　・芝山支部　・大網白里第 3 支部
　・東金第 4 支部　・九十九里第 1 支部
　○目標達成部門（達成率 100%以上）
　・大網白里第 1 支部　・大網白里第 2 支部　
　・東金第 1 支部　・横芝光第 1 支部　
　・横芝光第 2 支部　・山武第 4 支部
　○特別賞
　・千葉銀行・京葉銀行・銚子信用金庫
　・アフラック
◇平成28年度 
　会員増強年間成績に関する表彰
　・第 1 位　芝山支部
　・第 2 位　大網白里第 1 支部
　・第 3 位　横芝光第 2 支部
◇平成28年度 
　福利厚生制度代理店推進員表彰 （敬称略）

　・大同生命保険㈱ 茂原営業所　小森　絵美
　・アフラック代理店 ㈲コジョウコーポレーション
　　　　　　　　　　　　　　　古城　寿大

公益社団法人 東金法人会 第5回定時総会
　5月26日（金）、東金商工会館において第5回定時
総会が開催されました。
　総会の議事に入る前に優良経理、会員増強運動
の表彰式が行われました。
　議事では、第1号議案から第3号議案まで原案ど
おりすべて可決承認されました。さらに報告事項と
して平成29年度事業計画並びに収支予算の報告が
行われました。総会終了後の臨時理事会で会長、副
会長、常任理事等が選任されました。

− 2− 考えよう  税金ある意味  納める意味 （東金市立東小学校6年生 花澤 葵衣さん）



− 3−考えよう  税金ある意味  納める意味 （東金市立東小学校6年生 花澤 葵衣さん）

　平成 29 年 5 月 26 日開催の
第 5 回定時総会臨時理事会において会長に選出
されました。
　東金法人会は長い歴史の中で社団法人、そし
て公益社団法人へと認定をいただき、その時代
の流れに対応するために、本部・支部役員一丸
となって諸活動に取り組んでまいりました。
　これから平成 29 年度、30 年度の会長職を務
めさせていただきます。歴代諸先輩方が築かれ
た道筋を進み、その教えを守り、税務当局の指
導のもと、税のオピニオンリーダーとして企業
の発展を支援し、地域の振興に寄与し、地域の
人々が安心して暮らせる社会づくりに貢献して
参りたいと思います。
　また、会長個人としては奢り、わがまま、不
平不満などの悪しき思いを排除して、相手のこ
とを思いやるような美しい思いを心の中に満た
すよう努力したいと思います。
　会員増強運動では県連目標に対し 2 年連続
300％超えをし、中嶋前会長が全国に東金の名
をとどろかせましたが、4 年連続の 300％超え
を達成するために、金融機関・保険会社・税理
士会・会員の皆さまの絶大なるご支援をもとに
最大限の努力をいたします。そして公益性の高
い事業への取り組みをし、地域社会からの一層
の理解と信頼を得て組織の基盤強化を行い、会
員の皆さまと活発な意見交換や交流を通して、
相互の絆を深めて意義ある法人会を目指して参
る所存でございます。
　今後とも税務当局並びに関係機関のご指導
と、会員の皆さまの一層のご理解、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

　平成 25 年度定時総会および
臨時理事会にて、公益社団法人東金法人会会長
に推挙を受けました。公益法人の認定を受けて
の重責を全うできるか、驚愕を感じました。し
かし、二期四年、歴代の東金税務署長様を始め、
幹部の皆様、前西川会長、歴代諸先輩、現役の
役員、会員の皆様及び友誼団体の皆様の熱意溢
れるご支援と指導により大過なく任期の満了を
迎えることができました。
　当会は昭和 25 年 2 月 10 日に山武法人会と
して誕生し、平成 27 年 10 月には関係者皆様
の日々の活動により無事に 40 周年を迎え、盛
大に記念式典を挙行できました。更に、各種委
員会、青年部会、女性部会に於かれましても、
歴代に劣らない実績を上げていただきました。
特に、会員増強については、組織委員会が中心
になり活動し、全法連より最優秀賞を受賞しま
した。また、小学生に税の大切さ、税の果たす
役割について学び、理解を深めることを目的に、
青年部会が中心となり「租税教室」の開催、女
性部会による「絵はがきコンクール」の実施な
ど、たいへん力を入れていただきました。
　就任して以来、数々の功績は多々の活動に関
係してくださった皆様の努力とご協力で成し遂
げられました。そして今後は、古城新会長を中
心に更に飛躍をすることと思われます。「法人
会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展
を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁
栄に貢献する経営者の団体である。」法人会の
理念を強く心に刻み、発展しますことを祈念し
ます。任期中に支えていただきました諸関係者
の皆様に、心より感謝を申し上げます。会員皆
様の企業の発展とご健勝をご祈念申し上げ、退
任の挨拶といたします。

就任の挨拶 退任の挨拶
　　　　会　長　古城 大明 　　　　　前会長　中嶋 敏夫

ひろあき
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e-Tax推進委員長
石坂　俊晴
㈲石坂産業

研修委員長
齋藤　逸朗
㈲齋藤新聞店

副ブロック長
宇澤　孝浩
㈱ウザワ商店

ブロック長
吉岡　　昭
吉岡建設㈱

副会長
越川　博光
㈲越川材木店

横芝光第2支部長
鈴木　貴史
㈲スズフジ電気

副ブロック長・第3支部長
齋藤　幸男

㈲斉藤石材興業

ブロック長
萱生冨ニ雄
㈱萱生工務店

副会長
矢部　愼一
㈲サンエス木材

第1支部長
髙山　　勇
猶興地産㈱

第2支部長
佐久間良幸

㈲佐久間測量事務所

厚生委員長
飯田　克美
㈲オートウィル

総務委員長
小倉　利昭
㈲小倉宏樹園

会長・代表理事
古城　大明

㈲コジョウコーポレーション

女性部会長
松井　京子
㈲早船

青年部会長
土屋　敏則
㈲土屋住設

源泉部会長
佐久間正男
㈱つくも

横芝光第1支部長
押尾　　幹
㈱村田屋本店

芝山支部長
西海　和政

㈲クリエイトグリーン

西川　泰雄
㈱西川園

中嶋　敏夫
㈱つくも

小川幸三郎
㈱小川屋本店

副ブロック長・第1支部長
阿部　鐵則
阿部造船㈱

第2支部長
古川　克俊
㈲カネヨン水産

ブロック長
浅岡　　厚
浅岡建設㈱

副ブロック長
村杉　謙一
㈲三河屋

ブロック長
榊原　正男

㈱共楽園緑化土木

副会長
鈴木　　實
㈲鈴木輪業

第1支部長
野口　英一
㈲のぐち

広報委員長
平賀　　修
㈲彦七

税制委員長
小林　弘明
谷乃井商事㈱

組織委員長
平本　光男
平本建業㈱

第4支部長
鵜月　一年
アートプラン㈱

第3支部長
森川　道義
㈱森川要商店

第2支部長
佐藤　史郎
㈲佐藤金属工業

真行寺正邦
㈱真行寺建設

篠﨑　　修
㈲しのざき

堀本　孝雄
㈱ホリモト

第1支部長
木下　敬三
㈲敬葉産業

副ブロック長
成川　浩通

サンムパッケージ㈱

ブロック長
小田木一男
坪井建設㈱

副会長
加藤　忠勝
㈲加藤商店

第4支部長
小川　一馬
㈲小川荘

第5支部長
古谷　富保
㈲古谷葬祭

第3支部長
緇荘　利幸
㈲緇荘印刷

第2支部長
櫻田　基介
㈲桜田製作所
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◆総務委員会
委 員 長 小倉　利昭 ㈲小倉宏樹園
副委員長 佐藤　史郎 ㈲佐藤金属工業
　 〃 宇澤　孝浩 ㈱ウザワ商店
委　　員 村杉　謙一 ㈲三河屋
 　〃 坂本　賀一 ㈲木村屋製パン
 　〃 内山　喜晴 ㈱内山段ボール
 　〃 内山　弘通 鈴木土建㈱
 　〃 緇荘　利幸 ㈲緇荘印刷
 　〃 古谷　富保 ㈲古谷葬祭
 　〃 鈴木　貴史 ㈲スズフジ電気

◆組織委員会
委 員 長 平本　光男 平本建業㈱
副委員長 齋藤　幸男 ㈲斉藤石材興業
 　〃 池島　重守 ㈲池島石材
委　　員 大島　淳一 ㈱スターシード外房営業所
 　〃 丸山　善之 ㈱総和
 　〃 櫻田　基介 ㈲桜田製作所
 　〃 伊藤　元雄 ㈲伊藤家具
  

◆税制委員会
委 員 長 小林　弘明 谷乃井商事㈱
副委員長 野口　英一 ㈲のぐち
　〃 髙山　　勇 猶興地産㈱
委　　員 原田　幹子 ㈲ウェルネス幹
　〃 鵜月　一年 アートプラン㈱
　〃 石橋　豊和 ㈱いしばし
　〃 佐久間良幸 ㈲佐久間測量事務所
　〃 木下　敬三 ㈲敬葉産業
　〃 武石　公紀 ㈲武石
　〃 吉岡　　昭 吉岡建設㈱
　〃 青柳　伸明 ㈱青柳不動産
  

◆広報委員会
委 員 長 平賀　　修 ㈲彦七
副委員長 家村　吉隆 ㈱サンピア
　〃 小倉　光夫 ㈲小倉観光サービス
委　　員 森川　道義 ㈱森川要商店
　〃 阿部　鐵則 阿部造船㈱
　〃 藤ノ木　一 ㈱藤ノ木園芸
　〃 向後　計子 ㈱向後米穀
　〃 伊藤　忠敏 ㈲伊藤花環店
  

◆研修委員会
委 員 長 齋藤　逸朗 ㈲齋藤新聞店

副委員長 大矢　　操 ㈲大矢板金
　 〃 西海　和政 ㈲クリエイトグリーン
委　　員 佐久間　稔 ㈱大島屋
　 〃 坂井　栄行 ㈱エイコウ
　 〃 萱生冨二雄 ㈱萱生工務店
　 〃 廣田　　徹 ㈱エイチテクニカ
　 〃 京相　隆志 京相製管㈱
　 〃 池田　久和 （同）池田屋
　 〃 土屋　俊夫 ㈱日東保険センター
  

◆厚生委員会
委 員 長 飯田　克美 ㈲オートウィル
副委員長 御園　恒雄 ㈲みその水道設備工業
　 〃 永野　貞雄 ㈱カイホ
委　　員 榊原　正男 ㈱共楽園緑化土木
　 〃 古川　克俊 ㈲カネヨン水産
　 〃 星野　　実 ㈲新星工務店
　 〃 川島　　衛 ㈲川島造花店
　 〃 中嶋　久雄 ㈲津留八
　 〃 小田木一男 坪井建設㈱
　 〃 押尾　　幹 ㈱村田屋本店
  

◆ｅ -Tax 推進委員会 
委 員 長 石坂　俊晴 ㈲石坂産業
副委員長 佐久間みどり ㈱丸正工務店
　 〃 斎藤　寿夫 三洋コンクリート工業㈱
委　　員 前嶋　康夫 ㈱竹屋
　 〃 加藤　史郎 ㈱綿文商店
　 〃 守屋　雅博 守屋酒造㈱　　　　　　　
　

◆青年部会
部 会 長 土屋　敏則 ㈲土屋住設
副部会長 向後　雅秀 ㈱向後米穀
　  〃 越川真ノ介 ㈲越川材木店
理　　事 山野辺昌浩 ㈲山野辺自動車
　  〃 永野　貴紀 ㈱カイホ
　  〃 古城　寿大 ㈲コジョウコーポレーション
　  〃 榎澤　広行 ㈲榎澤板金
　  〃 真行寺純一 ㈱真行寺建設
　  〃 櫻田　基介 ㈲桜田製作所
　  〃 佐久間　稔 ㈱大島屋
　  〃 西川賢太郎 ㈱西川園
 

◆女性部会
部 会 長 松井　京子 ㈲早船
副部会長 四之宮英美子 かねご運送㈱

専門委員会

部　　　会

（氏名順不同）



− 7−考えよう  税金ある意味  納める意味 （東金市立東小学校6年生 花澤 葵衣さん）

幹　　事 木原　輝男 ㈲木原工務店
 　〃 中村　光昭 ㈲エムオート
 　〃 斎藤　寿夫 三洋コンクリート工業㈱
 　〃 丸山　善之 ㈱総和
 　〃 松井　京子 ㈲早船
監　　事 内山　喜晴 ㈱内山段ボール
  

◆大網白里ブロック
ブロック長 萱生冨二雄 ㈱萱生工務店
副ブロック長 齋藤　幸男 ㈲斉藤石材興業
幹事（会計） 佐久間良幸 ㈲佐久間測量事務所
幹　　事 髙山　　勇 猶興地産㈱
 　〃 加藤　史郎 ㈱綿文商店
 　〃 飯田　克美 ㈲オートウィル
 　〃 平賀　雅美 ㈲雅工業
 　〃 佐久間正男 ㈱つくも
 　〃 土屋　敏則 ㈲土屋住設
 　〃 矢部　愼一 ㈲サンエス木材
 　〃 松尾　聖和 ㈱アスカ大網店
 　〃 小倉　光夫 ㈲小倉観光サービス
 　〃 小倉　利昭 ㈲小倉宏樹園
 　〃 堀本　孝雄 ㈱ホリモト
 　〃 内山　弘通 鈴木土建㈱
 　〃 大矢　　操 ㈲大矢板金
監　　事 加藤岡弘幸 ㈱加藤岡昌弘商店
顧　　問 中嶋　敏夫 ㈱つくも
  

◆山武ブロック
ブロック長 小田木一男 坪井建設㈱
副ブロック長（会計） 成川　浩通 サンムパッケージ㈱
幹　　事 木下　敬三 ㈲敬葉産業
 　〃 佐瀬　　弘 武田電機㈱
 　〃 篠﨑　　修 ㈲しのざき
 　〃 櫻田　基介 ㈲桜田製作所
 　〃 川島　　衛 ㈲川島造花店
 　〃 廣田　　徹 ㈱エイチテクニカ
 　〃 緇荘　利幸 ㈲緇荘印刷
 　〃 京相　隆志 京相製管㈱
 　〃 中嶋　久雄 ㈲津留八
 　〃 小川　一馬 ㈲小川荘
 　〃 川島　光夫 ㈲川島商店
 　〃 加藤　忠勝 ㈲加藤商店
 　〃 古谷　富保 ㈲古谷葬祭
 　〃 佐瀬　　稔 ㈲佐瀬水道
 　〃 池島　重守 ㈲池島石材
監　　事 菱木　　清 菱木商会㈱
顧　　問 小髙　俊雄 ㈲小髙建材設備
  

　  〃 永野　邦子 ㈱カイホ
理　　事 内山　一代 鈴木土建㈱
　  〃 鈴木　英子 ㈱鈴木工務店
　  〃 越川さち子 ㈲越川材木店
　  〃 吉岡みどり 吉岡建設㈱
　  〃 佐藤　陽子 ㈲アルソア三愛
　  〃 小川　武子 ㈱小川屋本店
　  〃 阿部倉初枝 とらや包装資材㈱
顧　　問 坂本美代子 ㈲木村屋製パン
  

◆源泉部会
部 会 長 佐久間正男 ㈱つくも
副部会長 宮内　孝将 山武郡市農協
　  〃 市東　重伸 （医）静和会 浅井病院
　  〃 齊藤　　均 千葉窯業㈱
理　　事 星　　二郎 南総通運㈱
　  〃 鈴木　賢信 ㈱菱興社 
　  〃 菅原　裕輔 菅原工芸硝子㈱
　  〃 阿部倉建司 とらや包装資材㈱
　  〃 吉本　　学 旭硝子㈱
　  〃 川島　茂文 ㈱川久
　  〃 吉岡　　昭 吉岡建設㈱
　  〃 伊藤　政高 ㈱畔蒜工務店

◆東金ブロック
ブロック長 榊原　正男 ㈱共楽園緑化土木
副ブロック長（会計） 村杉　謙一 ㈲三河屋
幹　　事 平賀　　修     ㈲彦七
 　〃 野口　英一 ㈲のぐち
 　〃 坂本　賀一 ㈲木村屋製パン
 　〃 小林　弘明 谷乃井商事㈱
 　〃 古城　大明 ㈲ｺｼﾞｮｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
 　〃 佐藤　史郎 ㈲佐藤金属工業
 　〃 原島　和雄 ㈱住センター２１
 　〃 森川　道義 ㈱森川要商店
 　〃 石井　信夫 秀和建設㈱
 　〃 鈴木　　實 ㈲鈴木輪業
 　〃 鵜月　一年 アートプラン㈱
 　〃 平本　光男 平本建業㈱
 　〃 北郷　和典 ㈱ GO
監　事 後藤　陽功 ㈲ﾌﾟﾗﾈｯﾄ科学研究所
  

◆九十九里ブロック
ブロック長 浅岡　　厚 浅岡建設㈱
副ブロック長　 阿部　鐵則 阿部造船㈱
幹事（会計） 古川　克俊 ㈲カネヨン水産

ブロック
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◆横芝光・芝山ブロック
ブロック長 吉岡　　昭 吉岡建設㈱
副ブロック長（会計） 宇澤　孝浩 ㈱ウザワ商店
幹　　事 越川　博光 ㈲越川材木店
 　〃 齋藤　逸朗 ㈲齋藤新聞店
 　〃 石坂　俊晴 ㈲石坂産業
 　〃 押尾　　幹 ㈱村田屋本店
 　〃 伊藤　元雄 ㈲伊藤家具
 　〃 鈴木　貴史 ㈲スズフジ電気
 　〃 平山　恭則 ㈱平山工務店
 　〃 西海　和政 ㈲クリエイトグリーン
 　〃 小嶋　秀樹      （農）白桝
 　〃 真行寺正邦 ㈱真行寺建設
監　　事 山下　德造 ㈾山下商店

◆東金第一支部 
支 部 長 野口　英一 ㈲のぐち
副支部長 坂本　賀一 ㈲木村屋製パン
 　  〃 小林　弘明 谷乃井商事㈱
幹事（会計） 村杉　謙一 ㈲三河屋
幹　　事 平賀　　修 ㈲彦七
 　 〃 市原　利和 ㈲やまいち
  　 〃 村井美知子 ㈲ﾕｰｱｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
 　 〃 佐久間英一 佐久間総業㈱
 　 〃 米良　芳雄 ㈲扶桑
 　 〃 原田　幹子 ㈲ウェルネス幹
 　 〃 吉岡　康夫 （医 ) 社団歯友会ﾌｧﾐﾘｰ歯科
 　 〃 今井　利彦 南総通運㈱
 　 〃 家村　吉隆 ㈱サンピア
 　 〃 三橋　昭夫 ㈲三橋
 　 〃 前嶋　康夫 ㈱竹屋
 　 〃 長谷川雅従 ㈱だいのみせ長谷川商店
 　 〃 西川賢太郎 ㈱西川園
 　 〃 鈴木浩一郎 ㈲丸伝
 　 〃 佐久間　稔 ㈱大島屋
 　 〃 大島　淳一 ㈱スターシード外房営業所
監　　事 大塚　穰三 ㈲鍋店酒店
顧　　問 小川幸三郎 ㈱小川屋本店
 　 〃 西川　泰雄 ㈱西川園
 　 〃 早野　　誠 ㈲松坂屋油店
  

◆東金第二支部
支 部 長 佐藤　史郎 ㈲佐藤金属工業
副支部長 原島　和雄 ㈱住センター 21
　 〃 後藤　陽功 ㈲プラネット化学研究所
幹事（会計） 佐久間みどり ㈱丸正工務店

幹　　事 榊原　正男 ㈱共楽園緑化土木
　 〃 古城　大明 ㈲コジョウコーポレーション
監　　事 髙橋　憲男 和信産業㈱
顧　　問 日高　博憲 大東産業㈱東金

◆東金第三支部
支 部 長 森川　道義 ㈱森川要商店
副支部長 石井　信夫 秀和建設㈱
幹事（会計） 並木　春夫 ㈲並木自動車工作所
幹　　事 五十嵐弘充 ㈲五十嵐工業
 　〃 尾野　健広 ㈲東金渡辺農事
監　　事 三宅　英雄 ㈲三英コーポレーション
顧　　問 五十嵐弘弥 ㈲五十嵐工業
 　〃 尾野　輝雄 ㈲東金渡辺農事
  

◆東金第四支部
支 部 長 鵜月　一年 アートプラン㈱
副支部長 平本　光男 平本建業㈱
　  〃 北郷　和典 ㈱ＧＯ
幹事（会計） 猪野　達雄 ㈱猪野興業
幹　　事 鈴木　　實 ㈲鈴木輪業
 　〃 鈴木　康道 ㈱松半
 　〃 尾髙　商喜 ㈱吉岡建材ｾﾝﾀｰ
 　〃 行木　義輝 ㈲リーブル
 　〃 小川　喜晴 小川タクシー㈲
監　　事 土肥　　孝 ㈱土肥建設工業
  

◆九十九里第一支部
支 部 長 阿部　鐵則 阿部造船㈱ 
副支部長 木原　輝男 ㈲木原工務店
　  〃 中村　光昭 ㈲エムオート
幹事（会計） 遠藤　祐二 ㈲遠藤石材
幹　　事 浅岡　　厚 浅岡建設㈱
　  〃 小倉　　誠 ㈱共和自動車工業
　  〃 佐久間浩之 ㈲貝塚種苗本店
　  〃 佐久間美津雄 佐久間運送㈲
　  〃 石橋　　誠 ㈱誠電設
監　　事 御園　恒雄 ㈲みその水道設備工業
 　〃 内山　喜晴 ㈱内山段ボール
  

◆九十九里第二支部
支 部 長 古川　克俊 ㈲カネヨン水産
副支部長 斎藤　寿夫 三洋コンクリート工業㈱
　  〃 丸山　善之 ㈱総和
幹事（会計） 松井　利明 ㈱松井紙器
幹　　事 石橋　豊和 ㈱いしばし
 　〃 阿部倉建司 とらや包装資材㈱
 　〃 戸村　直文 ㈲戸村本店

支　　　部
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◆山武第一支部
支 部 長 木下　敬三 ㈲敬葉産業
副支部長 佐瀬　　弘 武田電機㈱
幹事（会計） 西塚　健治 丸西建材㈲
幹　　事 小川　禮子 ㈱小川商店
　  〃 伊藤　正昭 ㈲川島興産
　  〃 市原　健一 ㈲橋本菓子舗
　  〃 川嶋美智子 ㈲川嶋商会
監　　事 井上　　朗 ㈱井上
顧　　問 大髙　和郎 大髙醤油㈱
　  〃 金杉　　等 房総自動車㈲
  

◆山武第二支部
支 部 長 櫻田　基介 ㈲桜田製作所
副支部長 川島　　衛 ㈲川島造花店
　  〃 廣田　　徹 ㈱エイチテクニカ
幹事（会計） 武石　公紀 ㈲武石
幹　　事 篠﨑　　修 ㈲しのざき
 　〃 成川　浩通 サンムパッケージ㈱
 　〃 石川　浩司 ㈲石川土建
 　〃 栁澤　慎一 ㈱ヤナギサワ電気
 　〃 中野　浩之 （同）相創舎
監　　事 春口　憲一 ㈲日進工業
顧　　問 門谷　幸男 ㈲門谷製作所
  

◆山武第三支部
支 部 長 緇荘　利幸 ㈲緇荘印刷
副支部長 京相　隆志 京相製管㈱
副支部長（会計） 中嶋　久雄 ㈲津留八
幹　　事 小関　俊夫 ㈲小関商店
　〃 斉藤　孔一 ㈲斉藤造園
　〃 藤ノ木　一 ㈱藤ノ木園芸
　〃 綿貫　雅夫 ㈱綿貫園芸
　〃 西郡　秀世 ㈲ FAR EAST
　〃 音高　廣子 ㈱丸光運輸
　〃 鈴木　章浩 有野実産業㈱
　〃 塚本　英三 ㈲トツカ製作所
監　　事 小川　栄一 ㈲小川豊商店
顧　　問 小髙　俊雄 ㈲小髙建材設備
  

◆山武第四支部◆
支 部 長 小川　一馬 ㈲小川荘
副支部長 川島　光夫 ㈲川島商店
幹事（会計） 浪川　朝博 ㈲浪川荘
幹　　事 久力　信夫 ㈲クリーンライフ
　  〃 伊藤　真樹 伊藤製粉製麺㈱
監　　事 菱木　　清 菱木商会㈱
  

 　〃 坂井　栄行 ㈱エイコウ
 　〃 杉原　正一 ㈱マイホーム
 　〃 山本　真吾 山武造船㈱
 　〃 富田　　勲 ㈱片貝薬局
 　〃 作田　正行 ㈲エス ･ ケイ ･ ライン
 　〃 齊藤　龍次 日本ベンディング㈱
 　〃 松井　　元 ㈲松井鉄工所
 　〃 松井　京子 ㈲早船
 　〃 管　　忠信 日栄飼料㈱
監　事 松井　藤之 ㈲松井建設
 

◆大網白里第一支部
支 部 長 髙山　　勇 猶興地産㈱
副支部長 加藤　史郎 ㈱綿文商店
 　〃 飯田　克美 ㈲オートウィル
 　〃 平賀　雅美 ㈲雅工業
幹事（会計） 田邊　光邦 ㈱田邊文三郎商店
幹　　事 萱生冨二雄 ㈱萱生工務店
 　〃 角河　博文 ㈱エクステリアカクガワ
 　〃 齋藤　智哉 ㈱浜田屋酒店
 　〃 斉藤　完育 秋葉タクシー㈲
 　〃 佐久間正男 ㈱つくも
 　〃 土屋　敏則 ㈲土屋住設
監　　事 伊藤　克己 ㈲イトウ工業所
顧　　問 中嶋　敏夫 ㈱つくも

◆大網白里第二支部
支 部 長 佐久間良幸 ㈲佐久間測量事務所
副支部長 松尾　聖和 ㈱アスカ大網店
 　〃 小倉　光夫 ㈲小倉観光サービス
幹事（会計） 星野　　実 ㈲新星工務店
幹　　事 矢部　愼一 ㈲サンエス木材
 　〃 小倉　利昭 ㈲小倉宏樹園
 　〃 石井　　宏 ㈲栄植造園
 　〃 榎澤　広行 ㈲榎澤鈑金
監　　事 佐久間健仁 ㈲佐久間商店
  

◆大網白里第三支部
支 部 長 齋藤　幸男 ㈲斉藤石材興業
副支部長 内山　弘通 鈴木土建㈱
幹事（会計） 大矢　　操 ㈲大矢板金
幹　　事 堀本　孝雄 ㈱ホリモト
 　〃 石田　英世 ㈲石田商会
 　〃 内山　康広 ㈱丸二工務店
監　　事 加藤岡弘幸 ㈱加藤岡昌弘商店
顧　　問 四之宮由己 かねご運送㈱
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 　〃 石田　喜一 ㈲あきば造花店
 　〃 秋葉　英昭 ㈱アクセルコミュニケーション
 　〃 土屋　俊夫 ㈱日東保険センター
監　　事 青柳　伸明 ㈱青柳不動産

◆横芝光第二支部
支 部 長 鈴木　貴史 ㈲スズフジ電気
副支部長（会計） 平山　恭則 ㈲平山工務店
幹　　事 畔蒜　　毅 ㈱畔蒜工務店
 　〃 宇澤　孝浩 ㈱ウザワ商店
 　〃 鈴木　輝久 ㈲鈴木建業
 　〃 椎名　秀治 ㈱椎名人工孵化場
 　〃 向後　雅秀 ㈱向後米穀
 　〃 土屋　　歩 ㈱土屋
監　　事 山下　德造 ㈾山下商店

◆芝山支部
支 部 長 西海　和政 ㈲クリエイトグリーン
副支部長（会計） 小嶋　秀樹     （農）白桝
幹　　事 石井　啓二 ㈾松屋商店
 　〃 萩原　　哲 芝山交通㈱
 　〃 松本　光芳 ㈲エムアールサービス
 　〃 土屋　一仁 ライフサービス㈱
 　〃 真行寺正邦 ㈱真行寺建設
監　事 伊藤　忠敏 ㈲伊藤花環店

◆山武第五支部
支 部 長 古谷　富保 ㈲古谷葬祭
副支部長 佐瀬　　稔 ㈲佐瀬水道
副支部長（会計）  池島　重守 ㈲池島石材
幹　　事 加藤　忠勝 ㈲加藤商店
 　〃 小田木一男 坪井建設㈱
 　〃 齊藤　　勝 斉藤ブロック工業㈲
 　〃 花澤　和彦 花の友㈱
 　〃 大藤　　孝 ㈲大藤建設
 　〃 古川　　衛 フルカワ工業㈱
 　〃 岩本　安男 ㈱造伸
 　〃 佐瀬　富男 ㈾佐瀬金物店
監　事 佐川　　一 ㈲佐川工務店
顧　問 早川　文雄 ㈾早川商店
 　〃 行木　　静 ㈱鶴長本店
 
◆横芝光第一支部
支 部 長 押尾　　幹 ㈱村田屋本店
副支部長（会計） 伊藤　元雄 ㈲伊藤家具
幹　　事 椎名　秀一 ㈲丸屋コーポレーション
 　〃 高橋新一郎 ㈱高橋マシニング
 　〃 越川　博光 ㈲越川材木店
 　〃 吉岡　　昭 吉岡建設㈱
 　〃 石坂　俊晴 ㈲石坂産業
 　〃 永野　貞雄 ㈱カイホ
 　〃 齋藤　逸朗 ㈲齋藤新聞店

  

　6 月 23 日（金）、東金商工会館において、役員改
選に伴いブロック長・支部長会議が開催されました。
会議の冒頭、東金税務署の栗谷前署長からご挨拶を

いただきました。
　新役員の体制になり初めての会議では、事務局長
から年間の行事や申請書類等の説明が行われ、各ブ
ロック長・支部長に資料が配布されました。ブロック・
支部ごとに活発に活動されることを期待します。

ブロック長・支部長会議

 新体制でスタートしました！




