
役職名 氏　　　名 支部 所　　在　　地 郵便番号 所属委員会

1 会　　 　長 岩根　秀樹 昭和教材㈱ 廿日市 廿日市市大東6-17 738-0006 ー

2 副会長 中村　修 エービーエス商事㈱ 五日市 広島市佐伯区隅の浜2-11-13 731-5145 総務・研修

3 副会長 竹内　義徳 ㈱竹内 大　野 廿日市市梅原1-4-39 739-0442 広報・税制

4 副会長 中村　靖富満 ㈱やまだ屋 宮　島 廿日市市宮島町835-1 739-0588 厚生・組織

5 専務理事 井上　雄二 (公社）広島西南法人会 事務局 廿日市市桜尾2丁目2-68 738-0004 ー

6 常任理事 下手　真之 ㈱下手工務店 五日市 広島市佐伯区五日市中央4-13-19 731-5128 総務

7 常任理事 角田　秀行 商栄㈱ 廿日市 廿日市市木材港南7-47 738-0022 組織

8 常任理事 星野　泰輝 ㈲ワイズ 大　竹 大竹市玖波1丁目13-1 739-0651 税制

9 常任理事 松本　仁志 松本印刷㈱ 大　野 廿日市市下の浜5-12 739-0433 広報

10 常任理事 陣場　健 木野川紙業㈱ 大　竹 広島市西区商工センター6-1-22 733-0833 厚生

11 常任理事 倉本　良一 ㈱FMはつかいち 廿日市 廿日市市下平良2丁目２－１ 738－0023 研修

12 常任理事 野上　勝明 ㈱KT．square 青年部会 広島市佐伯区五日市町石内4630－2731－5102 総務

13 常任理事 濱本　まき子 濱本水産㈱ 女性部会 廿日市市上の浜1-2-8 739-0432 総務

14 常任理事・支部長 大野　一之 ラボテック㈱ 五日市 広島市佐伯区五日市中央6-9-25 731-5128

15 常任理事・支部長 山中　壽來 ㈱ベストカーヤマナカ 廿日市 廿日市市宮内382 738-0034

16 常任理事・支部長 谷岡　茂 ㈱三洋技建 大　竹 大竹市立戸4-1-47 739-0605

17 常任理事・支部長 北　政行 北板金工業㈱ 大　野 廿日市市大野中央5-16-20 739-0437

18 常任理事・支部長 武田　博 佐伯商工会 佐　北 廿日市市津田1963－3 738-0222

19 常任理事・支部長 正木　文雄 ㈲正木屋 宮　島 廿日市市宮島町593 739-0559

20 理　　事（相談役） 大森　雄嗣 富士企業㈱ 五日市 広島市佐伯区楽々園4-6-19 731-5136

21 理　　 　事 山手　勝信 （有）ヤマテ 五日市 広島市佐伯区河内南2丁目49－41 731－5153 組織

22 理　　 　事 下田　卓夫 ㈱ラーバン 五日市 広島市佐伯区五日市町石内943-1 731-5102 広報

23 理　　 　事 濱崎　義治 ㈲濱崎精版印刷所 五日市 広島市佐伯区八幡3-30-9 731-5116 広報

24 理　　 　事 木村　守孝 ㈲キムラ 五日市 広島市佐伯区藤垂園3-8 731-5131 ━

25 理　　 　事 佐々木　義夫 ㈲佐々木組 五日市 広島市佐伯区五日市中央7-4-25 731-5128 厚生

26 理　　 　事 金澤　光真 （有）共栄商事 五日市 広島市佐伯区楽々園4-1‐14 731-5136 研修

27 理　　 　事 茂木　武志 しげき司法書士事務所 五日市 広島市佐伯区坪井2丁目1048－14 731－5142 組織

28 理　　 　事 上川　芳徳 上川税理士事務所 五日市 広島市佐伯区海老園2丁目19－20 731-5131 研修

29 理　　 　事 田中　克次郎 ㈱山陽ツーリスト 五日市 広島市佐伯区隅の浜2-11-12 731-5145 税制

30 理　　 　事 細川　匡 デリカウィング㈱ 廿日市 廿日市市宮内工業団地2-5 738-0039 税制

31 理　　 　事 田原　憲次 ㈱タハラ 廿日市 廿日市市木材港北15-1 738-0021 ━

32 理　　 　事 倉田　和典 中国醸造㈱ 廿日市 廿日市市桜尾1丁目12－１ 738-8602 広報

33 理　　 　事 大辺　幸枝 （有）オオベコーポレーション 廿日市 廿日市市宮園上4丁目９－４ 738-0033 税制

34 理　　 　事 伊福　聡 日本財産管理㈱ 廿日市 広島市中区西十日市町8番10号 738-0806 広報

35 理　　 　事 山下美千枝 （有）ハングマーサン 廿日市 廿日市市串戸2丁目５－５ 738-0033 組織

36 理　　 　事 田中　美宇 田中建設工業㈱ 大　竹 大竹市小方1-8-10 739-0623 厚生

37 理　　 　事 中川　伸弘 大竹運送㈱ 大　竹 大竹市新町2-1-14 739-0611 広報

38 理　　 　事 畔上　清孝 ＭＲＭ大竹㈱ 大　竹 大竹市東栄1-3-1 739-0601 研修

39 理　　 　事 榊田　真理 大竹第一工業㈱ 大　竹 大竹市北栄12-11 739-0604 税制

40 理　　 　事 有田　伸治 有田建設㈱ 大　野 廿日市市大野4447-13 739-0466 総務

41 理　　 　事 田畠　義勝 ㈲田畠塗装 大　野 廿日市市大野934 739-0400 厚生

42 理　　 　事 岡本　侑士 公和物産㈱ 大　野 廿日市市大野亀が岡700 739-0406 研修

43 理　　 　事 山下　浩昭 みしお機工㈱ 大　野 廿日市市大野原1丁目２－６７ 739-0466 組織

44 理　　 　事 鈴木　理衣奈 ㈲津田交通 佐　北 廿日市市津田4771 738-0222 広報

45 理　　 　事 向井田　輝紀 佐伯森林組合 佐　北 廿日市市津田2013-1 738-0222 総務

46 理　　 　事 木島　慎一 ㈲木島商店 宮　島 廿日市市宮島町459 739-0556 研修

1 顧　 　　問 谷岡　肇 ㈱三洋技建 大　竹 大竹市立戸4-1-47 739-0605 ━

2 顧　 　　問 廣瀬　良治 中国興業㈱ 廿日市 廿日市市可愛11-33 739-0605 ━

3 顧　 　　問 村上　義庚 ㈲フタバ砂利販売 五日市 広島市佐伯区八幡東3-26-7-1 731-5115 ━

4 顧　 　　問 滝口　義明 ㈱Ａ＆Ｃ 大　野 廿日市市大野中央3-3-5 739-0437 ━

5 顧　 　　問 田渕　清文 木野川紙業㈱ 大　竹 広島市西区商工センター6-1-22 733-0833 ━

1 監　  　事 藤本　邦彦 ㈱ビジネスブレイン 五日市 広島市佐伯区五日市駅前3-4-20 731-5125 ━

2 監　  　事 藤田　順治 ㈱PathGate 五日市 広島市佐伯区楽々園5-2-16-602 731-5136 ━
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