
島根県大阪事務所 所長 伊藤 宏 出雲大社権宮司 千家 和比古 相談役 浅野 恭也 （あ） 足立 禮一 （き） 北 茂男 （つ） 椿 健二 （ま） 馬庭 孝司
近畿島根県人会 会長 戸津川明克 出雲市議会副議長 萬代 輝正 安達 佳子（高橋） 鶴見 季洋志 松井 昌典
神戸島根県人会 会長 荒木 重典 　　　〃　　　議員 川光 秀昭 会長 千家 敬麿 朝田 芙美（石飛） （く） 九矢 幸一 辻村 和良 松原 信二
近畿かけや会 相談役 大給 久男 古代出雲歴史博物館館長 松本 新吾 桑本 欣二 辻本 孝子（森山） 前島 徹
近畿松江会 会長 伊藤 征治 出雲商工会 会長 山崎 茂樹 副会長 大隅 弘道 （い） 伊藤 隆徳 黒目 光正（児玉） 丸口 悦子（持田）
近畿いずも会 会長 藤井 暉彦 出雲観光協会 事務局長 稲根 克也 　　　〃 佐々岡富子（三原） 岩石 巽 　　　 潤子 （な） 中島 幹雄 松原 数恵（日野）
近畿多伎会 会長 竹下 俊夫 (株)島根ワイナリー常務取締役 森 正幸 飯島 秀明 桑野 久子（佐藤） 中浦 茂延
近畿湖陵会 会長 石飛 司 　　　　　　〃　　　 　 主任 吾郷 貴広 幹事長 山崎 素文 伊藝 煕代（古福） 中道 勝 （み） 三原 賢寿
近畿平田会 会長代行 松浦 功 大社高校野球部ＯＢ会会長 石田 喜代志 事務局長 永田 靖一 今津 春江（金築） （こ） 小林 等 長村 繁一 三原伊都子（三原）
　　　〃　　　　副会長 和田守 薫 郷土産品卸売会 代表 日野 保朗 補佐 薮下 知子（酒井） 岩石 哲夫 小林 忠市 中平 純（伊藤）
近畿佐田人会 副会長 山之内千津子 出雲大社 本田 亘       〃 津戸 誠 石田 淑美 児玉 憲治 中山 悦子（中山）（も） 森山 信雄
京都島根県人会 監事 山本 豊       〃 梶谷 尚義 井上 和子（中筋） 中田智恵美（岡本） 森川 謙三

１１名       〃 土江富美江（山根） 井元眞智子（川上）（さ） 佐々木 雄一 中堂須美恵（大国） 森田 春海（石飛）
　　　１２名 会計 伊藤 肇 石井 典子（椿） 佐々木祐子（中山） 中嶋 良子（坂根） 森山 淑子

補佐 中尾 栄治 伊藤 潤子（春木） 酒井カヂ子（渡部） 中山 恵子（中島） 守谷 陽子（小川）
監査役 三原 俊二 和泉由里子（小梶） 佐藤 妙子（中筋） 永見 悛枝（岩谷） 森本ちづ子（児玉）

      〃 岩崎 靖之 糸賀 トミ江（天野） 佐貫 富美（中林） 持田久美子（中山）
（に） 西山 喜久子

顧問弁護士春木 実 （う） 浦部 利 （し） 正司 康治 （や） 安井 信雄
臼杵克江（宇家） 重光 稔（影山） （の）野崎 貴子（荒木） 山崎 育義

常任幹事 北川 朗 白石 弘志 山崎 勝與
    　　　　　　  （大梶踊り保存会）      〃 浅野 道子（大隅）（え） 江角 洵 清水 興 （は） 原 高夫 山崎 善久

　　　　　Soprano saxophone 妹尾 寛子 　　　  　　　　　　　　　　会長　     石飛 聖治      〃 西尾 静夫（川上） 江口 博晴 島原 寿恵 原　昭一 山崎 昭夫
　　　　　Alto saxophone 永田亜由美 　　　　 　　　　　　　　　 副会長    妹尾 英子      〃 寺井紀美子（千家） 江角 雅仁 春木 直義 山根 幸文
　　　　　Tenor saxophone 津村 美妃 　     　　　　　　　　　   副会長 　澄田 尚子      〃 竹下信子（中筋） （す） 周藤 泰雄 原 照子（江角） 山本 章治（北村）
　　　　　Bariton saxophone 小川 幸子           　　　　　　　　　事務局  　青木 茂      〃 内藤 晴道（金築）（お） 小笠原 敦（手銭） 杉本 晋一 畠中 早苗（春木） 山崎 亮治

　　　　　　　　　　　　　　囃子方　　高尾 博之      〃 松下 重代（納谷） 大野 日出生 原 洋子（川上） 山本 圭介
４名   　　　　　　　　　　　　　　〃     嘉藤 京市      〃 森田 恭子（山崎） 大国 正博 （せ） 妹尾 寿恵（金築） 原 浜子（田中） 山本加代子（藤原）

  　　　　　　　　　　　　　　〃     原 秀雄        〃 新宮 徹也 　　 　亨子（蒲生） 安川 和子（原）
　Ｘ＋（えくすと） 日高 慎二   　　　　　　　　　　　　　　〃     吉岡 恵子      〃 小西美佐子（久芳） 落合 和正 （そ） 曽田 義雄 （ひ） 平川 博嗣（津戸）

澁谷 健史   　　　　　　　　　　　　　　〃     石田 キミエ      〃 江角 成司 岡村 勇 （ゆ） 祐源 泰成
　　　　　　　マネージャー 春田 国子   　　　　　　　　　　　　　　〃     近本 奈都義 尾川 滋（嘉藤） （た） 瀧川 博吏 （ふ） 福間 進

  　　　　　　　　　　　　　　〃     大熊 和子 顧問 正司 光男 大谷 順子（飯塚） 瀧川 浩治 藤井 深二 （よ） 吉雄 正彦
３名        　　　　　　　　       〃      松村 晴美      〃 鬼村 昌男 奥山 孝子（金築） 武部 秀昭 舩木百合子（田中） 吉田 孝二（飯塚）

         　　　　　　　　     〃      岸 文子      〃 松原久美子（黒目） 太田三千代（森山） 田中 優 藤島 節子（原） 吉廻 章
              　　　　　　　　〃      寺本 絹子      〃 小川 卓朗 高橋 邦雄
              　　　　　　　　〃      井上 恵子      〃 清水 恭子（足立）（か） 川上 恭弘 田中 悦子（中） （へ） 別所 親房 （わ） 若槻 恵子（稲田）
           　　　　　　　　   〃      矢野 晴美      〃 芋縄 芳子（川上） 影山 和男 田中 クニ子
           　　　　　　　　   〃      大梶 幸栄      〃 伊藤 陽治 金本 英久 高橋 陽子（山川） （ほ）本田ミサ子（三原）
            　　　　　　　　  〃      永田 美智子      〃 竹谷 緑（山本） 金田 信義 武本 美子（片岡）
        　　　　　　　　      〃      祝部由喜夫      〃 長岡 明正 川井 俊治 田中 保子
    　　　　　　　　          〃      飯塚 さとみ      〃 錦織喜久子（前島） 神田 政明 田中 清子（兵庫）
        　　　　　　　　      〃      原 真寿美      〃 手銭 洸 川瀬 和子（手銭） 竹原 時子（江角）

     〃 吉川 南津喜 神田喜代子（金田）
　　２１人 加谷恵美子（神門）

川副 素子（中山）

勝部 睦子（秦）

１９人 ３２人 ３８人 ４２人 ３５人 ３１人 ３１人

２０１９年（令和元年）６月２３日（日）　（会員１７７人、ご来賓・交流会・ゲスト５１人　　総計２２８人）　『ホテルグランヴィア大阪』２０F　名庭（なにわ）の間

                                          〈近畿・大社会会員〉

  サクソフォンカルテット　コパン

〈近畿地区〉 〈出雲地域〉     〈近畿・大社会役員〉


