
NO 役職 支部・委員会・部会 役職 氏名 法人名
1 会長 会長 飯野光彦 東洋ドライルーブ(株)
2 副会長 副会長 梶原利文 梶原建設(株)
3 副会長 副会長 善養寺大作 (株)ナカス
4 副会長 副会長 本庄謙一 大雄電設工業(株)
5 副会長 副会長 金子健太郎 (株)金子プロモーション
6 副会長 副会長 馬場宏明 ＨＳＣ
7 副会長 副会長 大石恵 (株)大石工業
8 副会長 副会長 渡瀨丈史 (株)セガワ
9 常任理事 下北沢 支部長 飛田千賀子 (有)ピーシーコーポレーション
10 常任理事 代沢・代田 支部長 望月章次 三益不動産(株)
11 常任理事 明大前 支部長 坂本哲 (株)四季建築設計事務所
12 常任理事 梅丘 支部長 佐藤寛 (有)ワンステップ
13 常任理事 桜上水 支部長 増川征一郎 (株)ビジネス通信工業
14 常任理事 経堂 支部長 西原弘 (有)サステイナブル・デザイン
15 常任理事 千歳台・船橋 支部長 目黒啓三 (株)ケイサイ
16 常任理事 南烏山・粕谷 支部長 塩田直人 (株)世田谷自動車学校
17 常任理事 給田・北烏山 支部長 松崎直彦 松崎社会保険労務士法人　松崎事務所
18 常任理事 総務 委員長 栗山和久 (株)アドバンスクリヤマ
19 常任理事 組織 委員長 長沼洋一郎 (有)ナガヌマ
20 常任理事 税制 委員長 山田稔幸 (株)せたがやコンサルティング
21 常任理事 広報 委員長 竹股克之 ケーツーアソシエイツ一級建築士事務所
22 常任理事 公益事業 委員長 山﨑哲也 アイル(株)
23 常任理事 厚生 委員長 千葉繁 (株)インテリア杜
24 常任理事 青年部会 部会長 石井博晶 BIS司法書士事務所
25 常任理事 女性部会 部会長 坂田裕紀子 (株)近藤商店
26 理事 下北沢 副支部長 四分一守 (株)丸一呉服店
27 理事 下北沢 副支部長 石割洋子 石割商事(株)
28 理事 代沢・代田 副支部長 中川厚夫 (株)ジャックポット
29 理事 代沢・代田 副支部長 長井正志 (株)信濃屋食品
30 理事 明大前 副支部長 菅原靖 トータルパートナー(株)
31 理事 明大前 副支部長 藤倉幸彦 三栄造園(株)
32 理事 梅丘 副支部長 廣川哲 プルデンシャル生命保険(株)
33 理事 梅丘 副支部長 広瀬節代 (有)伸建築企画
34 理事 桜上水 副支部長 冨澤謙二 (株)栄和サービス
35 理事 経堂 副支部長 馬場章英 共和証券(株)世田谷支店
36 理事 経堂 副支部長 清遠養一 日東化成(株)
37 理事 千歳台・船橋 副支部長 小島茂 (有)小島木材
38 理事 南烏山・粕谷 副委員長 佐伯龍一郎 (株)佐伯自動車商会
39 理事 給田・北烏山 副支部長 池亀英夫 (有)油屋本店
40 理事 給田・北烏山 副支部長 安藤英和 ＡＬＰ
41 理事 総務 副委員長 山中一亨 (株)フタバヤ
42 理事 総務 副委員長 丸山恵美子 (株)九十九サービス
43 理事 組織 副委員長 佐軒昌子 (株)東洋コンサル
44 理事 組織 副委員長 岩本由起子 (株)i-tec24
45 理事 税制 副委員長 野島洋二 (株)鈴木屋
46 理事 税制 副委員長 廣田隆之 (有)廣田商館
47 理事 広報 副委員長 細井眞一 (有)ガットデザイン
48 理事 広報 副委員長 高宮英輝 高宮(株)
49 理事 公益事業 副委員長 鳥居佐智子 (有)経堂ケアサービス
50 理事 公益事業 副委員長 内田朝代 (株)リライフ
51 理事 公益事業 副委員長 羽鳥裕介 富士梱包輸送(株)
52 理事 厚生 副委員長 深見敏明 (株)ロードスター
53 理事 厚生 副委員長 佐々木一 (株)ルネサンススポーツクラブ＆スパルネサンス経堂
54 理事 青年部会 副部会長 髙橋義幸 (株)サンクス
55 理事 女性部会 副部会長 平塚早苗 (有)ヒラツカ
56 監事 内藤博 昭和信用金庫
57 監事 小野和眞 小野商事(株)
58 監事 広瀬淡 (有)伸建築企画
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