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第35回通常総会(平成２年) 該当者なし 該当者なし 該当者なし 田村 照夫 菊地 瑞夫

村上 信夫 松岡 茂樹

富田 浩　 澤田 東子

中村 順吉 竹中 茂夫

高橋 勝雄 宮手 義和

高橋 美枝子 東海林 雅子

大谷 邦子

第36回通常総会(平成３年) 該当者なし 該当者なし 該当者なし 赤崎 太亮  佐藤 明

小笠原 眞司 齋藤 明

四倉 雄二

第37回通常総会(平成４年) 該当者なし 該当者なし 該当者なし 今野 爾　 畠山 紘一

武田 勇　 藤原 邦彦

第38回通常総会(平成５年) 田村 照夫 高橋 勝雄 齋藤 明 佐々木建雄 久保田 奏

富田 浩 石橋 貞良 藤原 邦彦 渡邊 誠 大沼 菊彦 

桐山 嘉高 工藤 瑞則

第39回通常総会(平成６年) 菊地 瑞夫 中村 順吉 小笠原 眞司 千葉 邦子 三留 省悦

廣田 幸男 羽岡 洋輔

菅原 英隆 

第40回通常総会(平成７年) 竹中 茂夫 矢部 精志 白石 知子 高宮 達治 鹿野 賢二

田村 満博 冨山 道彦

新妻 龍子

第41回通常総会(平成８年)  高宮 達治 該当者なし 桑原 弘行 里舘 泰子 昆野 順一

佐藤 隆夫

第42回通常総会(平成９年) 佐藤 明 該当者なし 該当者なし 泉 和久 藤原 純榮

白石 知子

第43回通常総会(平成10年) 澤田 東子 該当者なし 千田 洋光 佐藤 香紀 荒田 和男

小原 万里 澤野 泉

第44回通常総会(平成11年) 池田 實 藤原 邦彦 佐々木 道典 佐藤 隆夫 熊谷 浩子

（特別功労賞） 黒澤 百合子

第45回通常総会(平成12年) 佐々木 建雄 該当者なし 小野寺 健 高橋 清夫 岩渕 修

玉井 真美子

第46回通常総会(平成13年) 該当者なし 該当者なし 高橋 美枝子 白澤 靖男 藤本 友士

野村 小夜子 渡辺 憲之

第47回通常総会(平成14年) 該当者なし 宮手 義和 松浦 誠 煙山 信夫 蒲沢 一行

松川 幸市

第48回通常総会(平成15年) 久保田 奏 該当者なし 鈴木 弘文 川口 さち子

及川 秀司

杜陵高速印刷㈱

第49回通常総会(平成16年) 矢部 精志 該当者なし 岩渕 修 山内 敏司 千田 洋光

蠣崎 淳

第50回通常総会(平成17年) 鹿野 賢二 該当者なし 工藤 琢身 柳田　博 佐々木 栄一

千代川 千代吉

第51回通常総会(平成18年) 小笠原 眞司 該当者なし 蠣崎 淳 酒井 淑子

佐藤 浩二

第52回通常総会(平成19年) 高橋勝雄 蒲沢 一行 小笠原 信敬 落合 康司 小野寺 女理

  （特別功労賞） 浅尾 太宏 大久保 博之

第53回通常総会(平成20年) 渡邊　誠 蠣崎 淳 小野寺 直人 齊籐 宏一 工藤 賢三

浅田 孝子 佐藤 文彦

感 謝 状
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第54回通常総会(平成21年) 千代川千代吉 工藤 賢三 藤田 友嗣 狩野 ちづ子 加藤 理惠子

和賀 信継 鈴木 弘文 小野寺 直人

長澤 佳昭 森　薫

第55回通常総会(平成22年) 田村 満博 千田 洋光 岡田 浩司 平野 あえ 米澤 裕司

工藤 宏代 中渡 裕子

第56回通常総会(平成23年) 宮手 義和 該当者なし 濵田 圭之輔 五日市 恭子 小野寺 健

（特別功労賞） 佐藤 誠志

第57回通常総会(平成24年) 蠣崎 淳 玉川 靖則 熊谷 敏宏 藤井 雅子 細川 佳代子

千田 洋光 和久井 研至

第58回通常総会(平成25年) 齊藤 明 小野寺 直人 工藤 晋 佐藤 勝彦 及川 仁

第59回通常総会(平成26年) 佐藤 勝彦 佐藤 淳也 高橋 典哉 工藤 琢身 本庄 伸輔

第60回通常総会(平成27年) 藤原 純榮 大村 雅之 根田 光朗 松浦　誠 岡田 浩司

四倉 雄二 朝賀 純一

第61回通常総会(平成28年) 冨山 道彦 和賀 信継 齋藤 妙子 工藤　晋 工藤 正樹

高橋 美枝子 於本 崇志 中村 倫哉

川口 さち子

第62回通常総会(平成29年) 松川 幸市 岡田 浩司 高橋 宏彰 奥地 弘幸 佐々木 宣好

蒲澤 一行 増田 晃 平舩 寛彦

第63回通常総会(平成30年) 本庄 伸輔 小笠原 信敬 佐藤 和文 朝賀 純一 於本 崇志

二瓶 哲 金野 琴子 佐々木 拓弥

第64回通常総会(平成31年) 岩渕 修 千葉 健史 佐々木 拓弥 菊地 英行 細野 千賀子

第65回通常総会(令和2年) 菊地 英行 平舩 寛彦 菊地 亮大 該当者なし

第66回通常総会(令和3年) 工藤 琢身 濵田 圭之輔 高橋 大 熊谷 央路 時田 清人

三浦 清彦

第67回通常総会(令和4年) 佐藤 浩二 朝賀 純一 塩山 亜紀 佐藤 裕司 根田 光朗

浅田 孝子


