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氏　名 職業分類 　勤　務　先 役　職
　　いがらし　ひろあき

　五十嵐　博章 　医薬品小売業 　(有)健章 　代表取締役

　　いとう　　　かずお

　伊藤　　和夫 　 一般貨物自動車運送業 　(有)伊藤運送店 　代表取締役

　　いしい　　　しんいち

　石井　　慎一 　法律事務所 　石井法律事務所 　弁護士

　　いまい　　　ふとし 　マニュライフ生命保険㈱ 　プランライト

　今井　　太志 　生命保険業 　　千葉支社 　　アドバイザー

　　いなば　　たかふみ 　（株）ＪＥＲＡ　

　稲葉　　隆文 　発電所 　　千葉火力発電所 　所長

　　うえまつ　　しょうじ

　植松　　省自 　税理士事務所 　税理士法人京葉会計事務所 　代表社員

　　うい　　　　としゆき

　宇井　　敏之 　信用金庫 　千葉信用金庫本店 　本店長

　　おおつか　ひろまさ

　大塚　　裕正 　 一般貨物自動車運送業 　大塚運輸（株） 　代表取締役

　　おかだ　　かつとし

　岡田　　勝利 　建築工事 　(株)アイキョーホーム 　専務取締役

　　おかだ　　あつし

　岡田　　敦志 　電気事務機械器具小売業 　(有)アスカ―事務機 　代表取締役

　　おおやま　ひろお

　大山　　博大 　建築工事 　（株）ビーアイテック 　代表取締役

　　かねおや　ひろし

　金親　　博榮 　遊園地 　(有)カネオヤ 　代表取締役

　　かわはら　だいすけ

　河原　　大輔 　税理士事務所 　河原会計事務所 　代表

　　かとう　　　たかあき

　加藤　　隆章 　警備業 　綜合警備保障（株）千葉支社 　支社長

　　きたはら　　としひこ

　北原　　俊彦 　消防用設備工事業 　（株）北原防災 　会長

　　こばやし　　とおる

　小林　　　透 　社会保険労務士事務所 　さとわ社会保険労務士事務所 　代表

　　こうご　　　やすお

　向後　　保雄 　税理士事務所 　向後保雄税理士事務所 　所長

　　さいとう　　まさお

　斎藤　　昌雄 　酪農業 　(有)斎藤牧場 　代表取締役

　　さかい　　　ひでひろ

　酒井　　秀大 　法律事務所 　ソレイユ法律事務所 　弁護士

　　さめしま　　えいいち

　鮫島　　永一 　空調設備 　千葉アロー（株） 　代表取締役

　　さいとう　　よしたか

　齋藤　　良尭 　損害保険業 　（株）Ｂｅｔｔｅｒ　Sighｔ 　代表取締役

　　しおや　　くにあき

　塩谷　　邦昭 　二輪自動車小売業 　（株）モトパーク 　取締役会長

　　すずき　　みつえ

　鈴木　美津江 　食品卸業 　（株）鈴木食品 　代表取締役

　　すぎもと　みねやす 　プルデンシャル生命保険（株）

　杉本　　峰康 　生命保険業 　　　　　　　　　　　　千葉支社 　部長

　　すえよし　　みわ

　末吉　　弥和 　歯科診療所 　すえよしデンタルクリニック 　院長
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№２

氏　名 職業分類 　勤　務　先 役　職
　　たけお　　　　あきら

　竹尾　　　白 　浚渫工事業 　（株）マリン興業 　代表取締役

　　たかはし　　ゆたか 　

　高橋　　　豊 　経営コンサルタント業 　（有）南花園情報センター 　取締役

　　つちや　　　ふみたけ

　土屋　　文武 　建築材料卸売業 　中央資材（株） 　代表取締役社長

　　でい　　　　　きよし 　Ｄ・ハードパワーセンター

　出井　　　清 　建築材料小売業 　(株)出井金物 　代表取締役

　　といだ　　　やすあき

　戸井田　泰明 　遺品整理業 　㈱アイシン 　代表取締役

　　なかやま　　しげる

　中山　　　繁 　自動車小売業 　千葉日野自動車（株） 　監査役

　　のもと　　ふみこ

　野本　富美子 　貸事務所業 　(有)ユニ 　代表取締役

　　はなざわ　　　まもる

　花澤　　　衛 　自動車部品・付属品小売業 　花澤電装（株） 　代表取締役社長

　　はたけやま　あきのり

　畠山　　明則 　行政書士事務所 　行政書士法人畠山事務所 　所長

　　はたえ　　だいすけ 　

　畑江　　大介 　法律事務所 　ライト総合法律事務所 　弁護士

　　ふじなみ　ゆういち 　ダイワロイネットホテル

　藤波　　勇一 　ホテル 　千葉駅前 　支配人

　　まつお　　ひろゆき

　松尾　　博之 　ビルメンテナンス業 　(株)環境コントロールセンター 　代表取締役

　　まつまる　りゅういち

　松丸　　隆一 　普通銀行 　(株)千葉興業銀行 　取締役副頭取

　　まえじま　　たかお

　前島　　孝夫 　印刷業 　(有)前島デザイン 　取締役

　　ままだ　　　ひでとし

　間々田　英俊 　ホテル 　オークラ千葉ホテル 　総支配人

　　みやけ　　　　ひろし

　三宅　　　廣 　建物売買業 　㈱康和 　代表取締役社長

　　みずの　　ひろとし

　水野　　浩利 　一般貨物自動車運送業 　水野運輸(株) 　代表取締役

　　みかみ　　　ひでき

　三神　　秀樹 　洗浄剤・磨用剤製造業 　新日本ワックス(株) 　代表取締役社長

　　めぐり　　しんいちろう

　廻　　　辰一郎 　税理士事務所 　廻辰一郎税理士事務所 　所長

　　やまもと　　やすなが

　山本　　康永 　老人ホーム 　（株）七夢 　代表取締役

　　やまざき　きよみ 　常務執行役員

　山﨑　　清美 　普通銀行 　(株)千葉銀行 　本店営業部長

　　よしだ　　ひろしげ

　吉田　　裕成 　一般乗用旅客自動車運送業 　平和交通㈱ 　取締役会長

　　りゅう　　　やびん

　劉　　　亜斌 　医療サービス業 　龍健信(株) 　代表取締役
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