
16

会　 員　 名　 簿
（７月２日現在）

氏氏名名 入入会会年年月月日日 職職業業分分類類 事事業業所所名名 役役職職

ｱｵﾔｷﾞ  ﾀｶｵ 30

青柳  孝夫 1992/2/18 菓子卸業 (有)青柳商店 代表取締役

D ﾄﾞﾊﾞｼ  ｺｳｲﾁ 12

土橋  恒一 2010/1/19 電子装置製造 ノーブル電子工業(株) 代表取締役

ﾌﾙｺﾞｳﾘ　ﾖｼﾌﾐ 43

古郡  孔文 1979/5/15 幼稚園 (学校法人)明和学園 綾西幼稚園 理事長・園長

ﾋﾗﾓﾄ　ﾔｽｵ 15

平本　康雄 2007/5/29 木工建築 （有）平本建築 代表取締役

ﾎﾘｳﾁ　ｶﾞｸ 3

堀内　岳 2018/11/14 信用金庫 かながわ信用金庫　綾瀬支店 支店長

ﾎﾘｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝｼﾞ 6

堀口　淳二 2016/1/12 不動産仲介 (有)堀元コーポレーション 代表取締役

ｲｺﾏ   ﾋﾃﾞﾕｷ 20

生駒  秀之 2002/3/5 電気通信 (株)成功舎 代表取締役

ｲﾄｳ   ﾋﾛﾕｷ 19

伊東  裕之 2002/9/17 不動産貸付 イトー 代表

ｲﾄｳ　ﾏｻﾀｶ 7

伊藤　正貴 2015/6/30 建設機器製造 (株)栄和産業 代表取締役

ｲﾜｻﾜ　ﾖｼﾕｷ 1

岩沢　修之 2020/7/7 食品製造 ｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株）神奈川綾瀬工場 工場長

Ｋ ｶｻﾏ  ｼｹﾞｼﾞ 33

笠間  茂治 1988/10/7 不動産管理 (株）リミテッドネットワークシステム 会長

ｶﾄｳ    ﾖｼｵ 22

加藤  良男 2000/5/9 住宅建築 (株)加藤工務店 代表取締役

ｸﾘﾊﾗ  ｼｹﾞｱｷ 21

栗原  茂明 2001/3/6 不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)コモン不動産研究所 代表

ｸﾜﾀ　ﾄｼﾀｶ 9

桒田　智太 2013/7/2 自動車販売修理 細谷自動車（株） 代表取締役

ｶﾜﾅﾐ  ｼﾞｭﾝ 2

川浪  潤 2019/12/10 LPｶﾞｽ販売・施工 （有）協和商事 代表

M ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻｼﾞ 33

松原  政次 1989/6/6 金属表面処理 奉栄工業(株) 代表取締役

ﾐｶﾐ   ｼｭｳﾀ 33

見上  周太 1988/11/1 一般区域運送 (有)日誠運輸 代表取締役

ﾐﾈｵ    ｼﾛｳ 28

峰尾  四郎 1994/4/26 土木舗装業 (有)峰建設 代表取締役

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽｼ 31

中島  保司 1990/9/4 獣医師 中島動物病院（同） 院長

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾏｻ 47

中村  明正 1974/11/5 ｾｷｭﾘﾃｨｰ機器製造販売 (株)ネエチア 会長

ﾅﾝﾘ　ｶｽﾞﾋﾛ 9

南里　和宏 2013/7/2 重機部品製造 （株）南里製作所 代表取締役
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ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 48

斉藤  敬訓 1974/5/14 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造 斎藤樹脂工業(株) 会長

ｻﾄｳ   ﾘｮｳｴｲ 43

佐藤  凉栄 1979/2/20 プラスティック塗装 (株)SAKAE 会長

ｼｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 1

志澤　直樹 2020/9/8 保険代理店業 (有)シザワ商会 代表取締役

ｼﾏﾀﾞ   ﾋﾛﾉﾌﾞ 47

島田  裕亘 1974/9/3 外科医 島田外科内科 院長

ｽｽﾞｷ　ﾏｻｶｽﾞ 14

鈴木　正和 2008/5/20 税理士 鈴木税理士事務所 所長

ｽｽﾞｷ　ﾖｳｲﾁ 7

鈴木　洋一 2015/6/23 鉄骨工事 タイヨー産業(株) 代表取締役

ｾｷｶﾞﾜ ｼｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 40

関川  秀三郎 1982/5/14 工業用加熱装置製造 ファーネス化工機(株) 取締役社長

ﾀｶﾊｼ  ｺｳｼﾞ 28

高橋  孝司 1994/4/12 管工事業 協進設備(株) 取締役社長

ﾀｹﾉﾔ  ﾏｻﾄ 0

竹ノ谷　雅人 2022/7/5 鋼板加工販売 橋本鉄工（株） 代表取締役

ﾀﾅｶ    ﾉﾌﾞﾖｼ 26

田中  伸宜 1996/4/23 幼稚園 (学校法人)文伸学園 綾南幼稚園 理事長・園長

ﾀｽﾞﾐ　ｺｳｲﾁﾛｳ 3

田墨　幸一郎 2018/12/4 産業廃棄物処理業 （株）タズミ 代表取締役　社長

ﾂﾀﾞ　ﾃﾂﾛｳ 3

津田　哲郎 2019/4/17 歯科医業 医療法人社団　志翔会 理事長

ﾜﾀｲ    ｶﾂﾏｻ 22

渡井  克正 2000/5/9 社会福祉施設 社会福祉法人泉正会 理事長

ﾔｸﾞﾁ　ﾀﾞｲｻｸ 5

矢口　大作 2016/11/22 営繕工事 中外建装（株） 代表取締役

ﾔﾏｼﾀ　ﾂﾈﾋｻ 32

山下  恒久 1989/12/25 園芸 山下園 事業主

ｲﾄｳ　　ﾚｲｺ

伊藤　玲子 事務局
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