
　　　　　　　　令和元年６月１４日現在(執行委員数５８名）

  氏 名 　 所 管
支 部 長 園田　愛一郎 支部統括、代表
副支部長 新井　一成   （１）兼任
（支部長代行順位） 近藤　有希子（２）

井手上　悟　 （３）兼任
山本　祐一郎（４）兼任

部　　長 井手上　悟 総務部長
（部長・常設委員長） 日沖　健 経理部長

山本　祐一郎 研修部長
新井　一成 会員部長
丹内　毅 広報部長
長谷川　綱雄 地域支援部長
大檐　賢嗣 国際部長
稲垣　裕充 実務従事支援部長
坪田　誠治 渉外部長
鳩貝　暢夫 支部活性化委員長
吉崎　茂夫 月原　弘

部会   部 長    副部長 執行委員 執行委員(他部兼務）
総務部（１１） 井手上　悟 矢野　浩史 中村　實 津吹　祐輔 中津留　準 田中　一次

木田　裕芳 井上　栄二 三上　友美恵 毛利　一彦
佐藤　泰久

経理部（７） 日沖　健 坂田　康一 林　啓史 津田　美奈江
羽出山　里江 松長　宏思

下平　雄司
研修部（２５） 山本　祐一郎 松嶌　葉子 山内　喜彦 田中　研二 鈴木　勇吉 立石　賀彦

山辺　俊夫 河村　康孝 田中　逸郎 加藤  晶子
山口　尚彦 横山  晴二 平澤　明 梅津　勝明
景山　洋介 齊藤　拓 山口　茂樹 山口　栄一郎

越沼　康明 宮井　英行 江藤　和徳
前野　純一 宇和川　洋佑
小林　仁 井田　優里
三枝　元

会員部（１８） 新井　一成 河内　大蔵 竹村　一太 鳩貝　暢夫 吉村　慎一 庄司　直貴
伊藤　嘉康 畑中　修司 津吹　祐輔 勝部　安彦 石川　拓也

吉井　洋 片山　泉 田中 昌義
井上　誠 三浦　達三 中岡　康

浅田　恭子 砂田　好正
広報部（９） 丹内　毅 桐　伸也 平山　薫 羽出山　里江 大村　尚之 安田　嘉秀

相川　尚之 野本　芳孝 深瀬　雅之
谷　進二(中野） 佐々木　康志（JCG) 尾形　博（中野） 滝沢  悟（ＪＣＧ）
藤間　政雄（豊島） 近藤　隆（豊島） 小泉　謙治(豊島）
阿部　恭子（杉並） 新田　慶子（杉並）
河崎　展生（新宿） 津田　美奈江（新宿）

国際部（１3） 大檐　賢嗣 野村　純一 宮下　格 東　新 元山　純一郎
中川　卓也 中村　寛 山本　倫寛 中岡　康

米山　伸郎 浦　美和子
飯崎　充 棟高　計

実務従事支援部（８） 稲垣　裕充 田中　研二 木村　孝史 林　啓史 鈴木　隆男 中島　彰文
石井　龍二 本田　崇

渉外部（１０） 坪田　誠治 大野　順弘 神谷　俊彦 佐藤　一彦 昌子　久美子
鈴木　一生 木佐谷　康 齊藤　祐一

清水　仁司 渡辺　辰洋
支部活性化委員会（１7） 鳩貝　暢夫 三上　友美恵 齋藤　睦美 井上　誠 片平　智之 高野　史也

津吹　祐輔 安井　悦高 河崎　展生 中津　朋子
栗林　太郎 近内　悠一 小野寺　寿光
三木　進史 笹谷　真弘 野中　剛
岸本　慎介 矢野　隆 　

委員会   委員長   副委員長
試験関連委員会 園田　愛一郎 山本　祐一郎 近藤　有希子 新井　一成

井手上　悟
表彰委員会 園田　愛一郎 新井　一成 近藤　有希子 丹内　毅 坪田　誠治

井手上　悟 長谷川　綱雄 鳩貝　暢夫
山本　祐一郎 大檐　賢嗣
日沖　健 稲垣　裕充

JOPY運営委員会 山本　祐一郎 （事務局）、浅田　昌紀、横山  晴二、林　啓史
執行委員等選考 園田　愛一郎 井手上　悟 野村　潔 山本　祐一郎 大檐　賢嗣
委員会 柴原　廣次 日沖　健 稲垣　裕充

新井　一成 丹内　毅 坪田　誠治
近藤　有希子 長谷川　綱雄 鳩貝　暢夫

味香　興郎 朝倉　雄一 野村　潔
新井　信裕 宇佐美　昭司 柴原　廣次
岡田　皓三 小澤　實 鴨田　和恵

東京協会役員 理事 園田　愛一郎 山本　祐一郎 山本　倫寛 鈴木　一生
(協会決定による) 監事 谷口　優
東京協会部会 総務部 井手上　悟 実務従事支援部 田中　研二 木村　孝史 石井　龍二
・委員会 経理部 日沖　健
（３４） 広報部 平山　薫 桐　伸也 渉外部 鈴木　一生（部長） 坪田　誠治 佐藤　一彦

丹内　毅 相川　尚之 コンプライアンス室 齊藤　拓
山本　祐一郎(部長） 齊藤　拓
山辺　俊夫 田中　研二 実務補習運営委員会 中津留　準 佐藤　泰久
越沼　康明 田中　一次

研究会部 景山　洋介 山口　　茂樹 理論政策運営委員会 横山  晴二
河村　康孝 入会審査委員会 新井　一成

会員部 新井　一成 河内　大蔵 表彰・綱紀委員会 園田　愛一郎
鳩貝　暢夫 吉井　洋

国際部 山本　倫寛（部長） 大檐　賢嗣
地域支援部 長谷川　綱雄 谷　進二
事業開発部 大野　順弘 木佐谷　康

地域支援部（１２）

令和元年度 城西支部組織体制

部長等

監査委員
   部 員

能力開発推進部

  　　　　委  　　員

顧問（９）

長谷川　綱雄


