
　 ■会　頭
事 業 所 名

(株)河京

　 ■副会頭
事 業 所 名

喜多方軽金属(株)

(名)星商店

　 ■専務理事
事 業 所 名

会津喜多方商工会議所

№ 氏　　　名 事 業 所 名

1 秋　元　登志夫 (医)健仁会

2 荒　川　洋　二 荒川産業(株)

3 五十嵐　　　隆 (株)五十嵐製麺

4 池　亀　武　雄 東北電力(株)喜多方電力センター

5 石　嶋　和　義 喜多方観光バス(株)

6 入　澤　優　公 (医)社団日新会　入澤病院

7 小野瀬　賢　治 小野瀬工業(株)

8 貝　沼　　　孝 会津信用金庫喜多方支店

9 樫　内　秀　司 樫内建設工業(株)

10 冠　木　紳一郎 (有)若喜商店

11 唐　橋　裕　幸 ほまれ酒造(株)

12 切　上　重　年 (株)アクシス

13 小　枝　政　之 (株)福島銀行喜多方支店

14 佐 藤 彌右衛門 (資)大和川酒造店

15 佐　原　　　元 (医)佐原病院

16 東海林　伸　夫 夢心酒造(株)

17 髙　橋　傳　夫 (株)高橋建設

18 茅　原　文　和 (株)相模

19 中　野　博　正 ㈲中野商店

20 増　田　章　三 カーシーカシマ(株)

21 星　　　憲　之 会津商工信用組合喜多方支店

22 星　　　　　豊 星電気工事(株)

23 矢　部　善兵衛 (株)大善

24 吉　田　哲　治 (株)東邦銀行喜多方支店

25 渡　部　信　英 (有)マルシン

　 ■監　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(50音順)

№ 氏　　　名 事 業 所 名

1 遠　藤　祐　治 (有)旭モーター

2 長　嶋　理一郎 長嶋会計事務所

3 本　田　貴　之 (株)大東銀行喜多方支店

令和元年10月25日
会津喜多方商工会議所選挙委員会

氏　　名

佐　藤　富次郎

氏　　名

会津喜多方商工会議所　第30期　役員・議員名簿

【任　期：令和元年11月1日～令和4年10月31日】

五十嵐　　　敦

星　　　宏　一

　 ■常議員　　　　　　　　　　　　　                               (50音順)

氏　　名

瓜　生　賢　惠



　 ■議　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(50音順)

№ 氏　　　名 事 業 所 名
1 秋　元　淳　一 秋元工業(株)
2 安　達　　　新 (有)新丁子屋
3 穴　澤　茂　夫 穴澤建設(株)
4 阿　部　浩　一 (有)冠木薬店
5 飯　塚　　　卓 (医)昨雲会
6 五十嵐　健　展 (有)五十嵐印刷
7 五十嵐　雄　一 第一総合ホールディングス(株)
8 五十嵐　吉　也 喜多方交通(株)
9 石　田　一　男 喜多方貨物砕石工業(株)
10 市　原　偉　年 会津乗合自動車(株)喜多方営業所
11 伊　藤　陽　一 (医)いとう眼科
12 江　川　正　則 (有)江川建設重機
13 遠　藤　久　美 木之本漆器店
14 太　田　克　彦 (有)おゝ多
15 大　髙　　　篤 アクサ生命保険(株)会津若松営業所
16 大　森　佳　彦 (有)法務測量キタカタ
17 小野瀬　昭　彦 参恵工業(株)
18 風　間　義　之 (有)松本屋
19 冠　木　　　孝 (資)吉の川酒造店
20 小　枝　利　幸 (株)小枝屋一平
21 小　林　康　弘 本田金属技術(株)喜多方工場
22 斎　藤　邦　雄 (株)ノーリン
23 齋　藤　直　輝 (有)けいざいや
24 相　良　宗　夫 さがら呉服店
25 佐々木　義　則 小野瀬産業(株)
26 佐　瀬　喜久男 (株)スカイ運輸
27 佐　藤　利　一 (株)アップルツリー東北工場
28 佐　藤　利　也 (有)峰の雪酒造場
29 佐　藤　正　道 (株)丸正
30 澤　井　　　淳 八七一タクシー(有)
31 新　谷　正　春 (株)しんたに
32 鈴　木　康　浩 (株)ホンダプリモきたかた
33 関　本　榮　次 (株)環境建設
34 瀬　野　勝　治 (有)瀬野消火器店
35 曽　我　高　志 (株)曽我製麺
36 高　橋　亮　一 (医)子博会
37 寺　田　明　弘 三井金属鉱業(株)パーライト事業部喜多方工場

38 中　川　　　尚 昭和電工(株)喜多方事業所
39 長　島　慶　司 島慶園
40 鳴　瀬　卓　爾 (医)爽陽会　鳴瀬病院
41 蓮　沼　高　志 ㈲朝日屋食品
42 羽　入　竜　一 羽入縫製(株)
43 平　山　　　岳 ライダーズスポット松坂屋
44 古　川　　　一 (有)古川商店
45 星　　　龍　一 星醸造(株)
46 星　山　アイ子 (株)島崎組
47 松　井　勝　朗 日吉工業(株)
48 三　橋　彦　也 (医)みつはし医院
49 武　藤　勇次郎 (株)丸徳
50 村　岡　敏　正 会津ガス(株)喜多方支店
51 森　島　　　泰 (株)エクセディ福島
52 山　口　隆　夫 喜多方市ふるさと振興(株)

令和元年10月25日

会津喜多方商工会議所選挙委員会


