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社団法人 下松⼯業会の認可︓昭和 44年 5 月 30 日 

年度 会⻑(理事) 副会⻑(理事) 専務理事 理  事 監  事 

昭 44 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （竹下 逸夫）  藤井浄一 相本 真 

  大阪 （難波 静男）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 45 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （竹下 逸夫）  藤井浄一 相本 真 

  大阪 （難波 静男）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 46 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （竹下 逸夫）  藤井浄一 相本 真 

  大阪 （難波 静男）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 47 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （竹下 逸夫）  藤井浄一 相本 真 

  大阪 （難波 静男）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 48 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （竹下 逸夫）  藤井浄一 相本 真 

  大阪 （難波 静男）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 49 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （竹下 逸夫）  藤井浄一 相本 真 

  大阪 （難波 静男）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 50 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （竹下 逸夫）  藤井浄一 相本 真 

  大阪 （難波 静男）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 51 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （河杉一清）  藤井浄一 相本 真 

  本部 （清木勇助）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 52 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （河杉一清）  藤井浄一 相本 真 

  本部 （清木勇助）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 53 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （河杉一清）  藤井浄一 相本 真 



  本部 （清木勇助）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 54 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （河杉一清）  藤井浄一 相本 真 

  本部 （清木勇助）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 55 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （河杉一清）  藤井浄一 相本 真 

  本部 （清木勇助）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 56 藤井軍治 本部 平谷 学 下村秀登 梅原忠市 山県吾作 

  東京 （河杉一清）  河口 昇 相本 真 

  本部 （清木勇助）   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 57 清木勇助 本部 深町和彦 下村秀登 平谷 学 山県吾作 

  東京 （河杉一清）  河口 昇 相本 真 

  大阪 ー   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 58 清木勇助 本部 深町和彦 浅原 静 平谷 学 山県吾作 

  東京 （河杉一清）  河口 昇 相本 真 

  大阪 ー   桑原孝⾏ 

  九州 （林 照美）    

昭 59 清木勇助 本部 深町和彦 浅原 静 平谷 学 山県吾作 

  東京 浅田 勇  市川五郎 桑原孝⾏ 

  大阪 宮本光泰   弘実法造 

  九州 浜田順治    

昭 60 清木勇助 本部 深町和彦 浅原 静 梅原忠市 山県吾作 

  東京 浅田 勇  市川五郎 桑原孝⾏ 

  大阪 宮本光泰   弘実法造 

  九州 浜田順治    

昭 61 清木勇助 本部 深町和彦 浅原 静 梅原忠市 山県吾作 

  東京 浅田 勇  市川五郎 桑原孝⾏ 

  大阪 宮本光泰   弘実法造 

  九州 浜田順治    

昭 62 清木勇助 本部 深町和彦 浅原 静 梅原忠市 桑原孝⾏ 

  東京 浅田 勇  市川五郎 平谷友治 

  大阪 宮本光泰   弘実法造 

  九州 浜田順治    

昭 63 深町和彦 本部 久保田茂則 浅原 静 梅原忠市 桑原孝⾏ 

  東京 浅田 勇  市川五郎 平谷友治 

  大阪 武居秀夫   弘実法造 

  九州 浜田順治    

平０１ 深町和彦 本部 久保田茂則 浅原 静 梅原忠市 桑原孝⾏ 



  東京 浅田 勇  市川五郎 平谷友治 

  大阪 武居秀夫   弘実法造 

  九州 浜田順治    

平０２ 深町和彦 本部 久保田茂則 浅原 静 梅原忠市 桑原孝⾏ 

  東京 浅田 勇  市川五郎 平谷友治 

  大阪 武居秀夫   弘実法造 

  九州 浜田順治    

平０３ 深町和彦 本部 久保田茂則 浅原 静 梅原忠市 桑原孝⾏ 

  東京 浅田 勇  市川五郎 平谷友治 

  大阪 武居秀夫   弘実法造 

  九州 浜田順治    

平０４ 深町和彦 本部 久保田茂則 浅原 静 市川五郎 桑原孝⾏ 

  東京 浅田 勇  坂田保男 平谷友治 

  大阪 武居秀夫   弘実法造 

  九州 浜田順治    

平０５ 深町和彦 本部 久保田茂則 浅原 静 市川五郎 桑原孝⾏ 

  東京 浅田 勇  坂田保男 平谷友治 

  大阪 武居秀夫   弘実法造 

  九州 浜田順治    

平０６ 深町和彦 本部 久保田茂則 弘実法造 市川五郎 桑原孝⾏ 

  東京 ⻲⽥成⽂  坂田保男 平谷友治 

  大阪 荒谷実貴男  ⼭本幸三郎 石川乃悟 

  九州 浜田順治  広⼾⼀⾒  

     ⿊⽥義則  

平０７ 深町和彦 本部 久保田茂則 弘実法造 市川五郎 桑原孝⾏ 

  東京 ⻲⽥成⽂  坂田保男 平谷友治 

  大阪 荒谷実貴男  ⼭本幸三郎 石川乃悟 

  九州 浜田順治  広⼾⼀⾒  

     ⿊⽥義則  

平０８ 深町和彦 本部 久保田茂則 弘実法造 市川五郎 桑原孝⾏ 

  東京 ⻲⽥成⽂  坂田保男 平谷友治 

  大阪 荒谷実貴男  ⼭本幸三郎 石川乃悟 

  九州 浜田順治  広⼾⼀⾒  

     ⿊⽥義則  

平０９ 深町和彦 本部 久保田茂則 弘実法造 坂田保男 桑原孝⾏ 

  東京 ⻲⽥成⽂  ⼭本幸三郎 平谷友治 

  大阪 荒谷実貴男  広⼾⼀⾒ 石川乃悟 

  九州 浜田順治  ⿊⽥義則  

     野田泰典  

平１０ 久保田茂則 本部 野田泰典 弘実法造 平谷友治 石川乃悟 

  東京 ⻲⽥成⽂  ⼭本幸三郎 河村正浩 

  大阪 荒谷実貴男  広⼾⼀⾒ 浅谷吉人 

  九州 浜田順治  ⿊⽥義則  



     吉田英喜  

平１１ 久保田茂則 本部 野田泰典 弘実法造 平谷友治 石川乃悟 

  東京 宮本照夫  ⼭本幸三郎 河村正浩 

  大阪 荒谷実貴男  広⼾⼀⾒ 浅谷吉人 

  九州 浜田順治  ⿊⽥義則  

     吉田英喜  

平１２ 久保田茂則 本部 野田泰典 弘実法造 平谷友治 山本和昭 

  東京 宮本照夫  ⼭本幸三郎 ⽥村直⾏ 

  大阪 荒谷実貴男  広⼾⼀⾒ 浅谷吉人 

  九州 浜田順治  ⿊⽥義則  

     河村正浩  

平１３ 久保田茂則 本部 野田泰典 弘実法造 平谷友治 山本和昭 

  東京 宮本照夫  ⼭本幸三郎 ⽥村直⾏ 

  大阪 荒谷実貴男  広⼾⼀⾒ 浅谷吉人 

  九州 浜田順治  ⿊⽥義則  

     河村正浩  

平１４ 久保田茂則 本部 野田泰典 ⿊⽥義則 平谷友治 山本和昭 

  東京 宮本照夫  弘実法造 ⽥村直⾏ 

  大阪 荒谷実貴男  広⼾⼀⾒ 浅谷吉人 

  九州 浜田順治  吉岡正則  

     河村正浩  

平１５ 久保田茂則 本部 野田泰典 ⿊⽥義則 平谷友治 山本和昭 

  東京 宮本照夫  弘実法造 ⽥村直⾏ 

  大阪 荒谷実貴男  広⼾⼀⾒ 浅谷吉人 

  九州 ー  吉岡正則  

     河村正浩  

平１６ 野田泰典 本部 河村正浩 ⿊⽥義則 橋本暢公 山本和昭 

  東京 宮本照夫  吉岡正則 松本  勇 

  大阪 荒谷実貴男  ⽥村直⾏ 石田和久 

  九州 ー  渡辺孝之  

     吉松幸祥  

     ⾼松裕⼀郎  

平１７ 野田泰典 本部 河村正浩 槌尾博之 橋本暢公 山本和昭 

  東京 宮本照夫  吉岡正則 松本  勇 

  大阪 荒谷実貴男  渡辺孝之 石田和久 

  九州 野末育利  吉松幸祥  

     ⾼松裕⼀郎  

平１８ 野田泰典 本部 河村正浩 槌尾博之 橋本暢公 松本  勇 

  東京 岡野傳司  吉岡正則 ⻄林伸治 

  大阪 荒谷実貴男  渡辺孝之 石田和久 

  九州 野末育利  吉松幸祥  

     ⾼松裕⼀郎  

平１９ 野田泰典 本部 河村正浩 槌尾博之 橋本暢公 松本  勇 



  東京 岡野傳司  吉岡正則 ⻄林伸治 

  大阪 荒谷実貴男  渡辺孝之 石田和久 

  九州 野末育利  吉松幸祥  

     ⾼松裕⼀郎  

平２０ 野田泰典 本部 河村正浩 槌尾博之 橋本暢公 松本  勇 

  東京 岡野傳司  栗⽥⼀郎 ⻄林伸治 

  大阪 荒谷実貴男  ⼩林孝⼆ 石田和久 

  九州 野末育利  渡辺孝之  

     吉松幸祥  

     徳原英昭  

     ⾼松裕⼀郎  

平２１ 野田泰典 本部 河村正浩 槌尾博之 橋本暢公 松本  勇 

  東京 岡野傳司  栗⽥⼀郎 ⻄林伸治 

  大阪 荒谷実貴男  ⼩林孝⼆ 石田和久 

  九州 野末育利  渡辺孝之  

     吉松幸祥  

     徳原英昭  

     ⾼松裕⼀郎  

平２２ 河村正浩 本部 早川昭男 槌尾博之 栗⽥⼀郎 ⻄林伸治 

    東京 岡野傳司   ⼩林孝⼆ 濵谷和昌 

    大阪 増本安男   徳原英昭 蔵田幸男 

    九州 野末育利   藤田文明   

          岩村 修   

          石井道明   

          佃 俊之   

                山本一夫     

平２３ 河村正浩 本部 早川昭男 槌尾博之 栗⽥⼀郎 ⻄林伸治 

    東京 岡野傳司   ⼩林孝⼆ 濵谷和昌 

    大阪 増本安男   徳原英昭 蔵田幸男 

    九州 野末育利   藤田文明   

          岩村 修   

          石井道明   

          佃 俊之   

               山本一夫     

平２４ 河村正浩 本部 早川昭男 槌尾博之 栗⽥⼀郎 濵谷和昌 

    本部 内山和美   徳原英昭 蔵田幸男 

          藤田文明  山本一夫  

          岩村 修   

          石井道明   

          佃 俊之   

          中村明夫   

              国弘成文    

平２５ 河村正浩 本部 早川昭男 槌尾博之 栗⽥⼀郎 濵谷和昌 



    
 本

部 
内山和美   徳原英昭 蔵田幸男 

          藤田文明  山本一夫  

          岩村 修   

          石井道明   

          佃 俊之   

          中村明夫   

          国弘成文   

平２６ 河村正浩 本部 内山和美 槌尾博之 栗⽥⼀郎 濵谷和昌 

    本部 佃 俊之   徳原英昭 蔵田幸男 

    本部  国弘成文   藤田文明  山本一夫  

          岩村 修   

          石井道明   

          中村明夫   

          中津井均   

平２７ 河村正浩 本部 内山和美 槌尾博之 栗⽥⼀郎 濵谷和昌 

    本部 佃 俊之   徳原英昭 蔵田幸男 

    本部  国弘成文   藤田文明  山本一夫  

          岩村 修   

          石井道明   

          中村明夫   

      中津井均   

 平２８ 河村正浩  本部  内山和美   槌尾博之 栗⽥⼀郎 山本一夫  

    本部  国弘成文    徳原英昭     石井道明 

    本部  浅谷吉人   藤田文明     清水和夫 

          岩村 修   

           中村明夫   

                中津井均    

           三牧義明   

           山部義弘   

           蔵田幸男   

           森藤徹彦   

 
 
 


