
会　員　名　簿
( 2023年5月現在 会員数 65 名 )

名前 市・町 　　事務所所在地 TEL FAX 　支部役員 　埼玉会役員
中村曻 越谷市 東越谷１丁目１番地２６ 048 (964 )2711 048 (965 )1911

今野忠雄 越谷市 北越谷４丁目７番２０号 048 (974 )9462 048 (976 )4700
鈴木孝雄 越谷市 大成町２丁目１０３番地 048 (988 )0071 048 (988 )2605
中村恭之 越谷市 東越谷９丁目２番地１１ 048 (966 )8868 048 (966 )8698
中村一豊 越谷市 千間台東２丁目７番地１６ 048 (978 )0111 048 (974 )7589
豊田繁 越谷市 大成町６丁目３９３番地１ 048 (985 )5219 048 (985 )5228

池田玄一 越谷市 弥栄町１丁目１０５番地２９ 048 (978 )4261 048 (978 )4262
田中一男 越谷市 平方南町２番地８ 048 (979 )6188 048 (979 )6205
土屋幸雄 越谷市 相模町５丁目４番地２ 048 (989 )2332 048 (988 )5696
堀切貞男 越谷市 瓦曽根２丁目１４番２６号 090(3096)0171 048 (963 )8447
島村曻 越谷市 東越谷９丁目３６番地５ 048 (962 )1511 048 (962 )1742

木村正英 越谷市 北越谷２丁目２８番９号 048 (940 )8778 048 (940 )8774
栗原豊寿 越谷市 大字恩間７９６番地１２ 048 (972 )5852 048 (971 )3553
関根敬二 越谷市 大字恩間２９５番地１ 048 (978 )3151 048 (979 )1351
田村曻二 越谷市 大字西新井７３７番地１ 048 (965 )7612 048 (965 )7612
小林秀男 越谷市 大字南荻島３４３２番地１ 048 (999 )6138 048 (999 )6153
清村昇 越谷市 蒲生１丁目１３番１８号 048 (989 )9805 048 (989 )9806 綱紀委員
髙橋修 越谷市 大成町２丁目７０番地１０ 048 (988 )1900 048 (988 )8500 副会長兼財務部長

伊藤巧治 越谷市 東越谷９丁目７番地１２ 048 (963 )6684 048 (963 )6685 幹事
石野秀一 越谷市 東越谷９丁目２７番地９ 048 (962 )2074 048 (962 )2084
蓮見典史 越谷市 東大沢５丁目１番地１０ 048 (964 )3927 048 (962 )3237
鈴木和生 越谷市 弥生町１番６－Ｄ号 048 (969 )5511 048 (969 )5133
酒巻明博 越谷市 東越谷９丁目３６番地３ 048 (964 )9222 048 (964 )9226
蓮見雄一 越谷市 東大沢５丁目１番地１０ 048 (964 )3927 048 (962 )3237 相談役
中村利昭 越谷市 東越谷６丁目２４番地９ 048 (966 )7591 048 (965 )1819 監事
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西山健司 越谷市 南越谷１丁目４番４３号－２Ｆ 048 (961 )5305 048 (961 )5306 支部長
加藤憲一 越谷市 南越谷１丁目６番９６号 048 (971 )5492 048 (971 )5493
石井正史 越谷市 弥栄町３丁目４３番地１８１ 048 (970 )3915 048 (970 )3916
澤幡智史 越谷市 東越谷９丁目１０番地４ 048 (966 )5062 048 (947 )7493 幹事（HP担当）
落合昭夫 越谷市 南越谷１丁目７番１３号 048 (985 )7055 048 (985 )7066 幹事
清水徳隆 越谷市 大字恩間２４番地５ 048 (977 )1305 048 (977 )1395 副支部長
米山剛 越谷市 七左町１丁目１６番地１ 048 (940 )6481 048 (940 )6491 幹事（業務部長）

伊勢﨑直人 越谷市 宮本町１丁目７０番地１６ 048 (972 )5648 048 (972 )5768 幹事
山田暁 越谷市 南越谷４丁目８番地９ザ・ウインベル新越谷４１０号 048 (987 )6412 048 (987 )6377 幹事（総務部長）
飯田崇 越谷市 南越谷１丁目１６番８イーストサンビル５（５階） 048 (985 )7057 048 (985 )7059 幹事

落合航平 越谷市 南越谷１丁目７番１３号 048 (985 )7055 048 (985 )7066
熊谷一美 越谷市 南越谷１丁目２９１０番地１０エスエス南越谷ビルⅡ１階 048 (961 )7300 048 (961 )7311
立澤貴明 越谷市 東町５丁目２６２番地 048 (971 )9452 048 (971 )9453
岡部有知 越谷市 蒲生3丁目３番５０号４１２ 048 (945 )0700 048 (633 )9919
渡部健 越谷市 大字大里２５７番地１ 048 (977 )5058 048 (977 )5058

常山泰央 越谷市 大字船渡４８９番地４ 048 (972 )5386 048 (972 )5386
中村寛臣 越谷市 東越谷９丁目２番地１１ 048 (966 )8868 048 (966 )8698
岩﨑誠 越谷市 東越谷９丁目４０番地３ 090 (4385 )1759 048 (940 )2312

梶原裕太 越谷市 赤山町３丁目１８０番地１　アイビーハイツ１０２ 048 (960 )6444 048 (960 )6555
通次妙美 越谷市 新越谷1丁目１６番地５ 048 (912 )0355 048 (912 )0355
小桜潤也 越谷市 南越谷１丁目２９１０番地１０ 048 (961 )7300 048 (961 )7311
蓮見昭一 吉川市 吉川１丁目３０番地２６ 048 (982 )2381 048 (982 )6609
齋藤詔治 吉川市 吉川１丁目２６番地１５ 048 (982 )6331 048 (982 )5555
加崎勇 吉川市 吉川１丁目３０番地２７ 048 (982 )1209 048 (982 )1291

酒井一男 吉川市 大字保６７０番地７ 048 (981 )1782 048 (981 )6123
山﨑哲夫 吉川市 吉川１丁目３０番地２１ 048 (982 )3062 048 (982 )3052
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関根剛 吉川市 吉川１丁目１４番地２０ 048 (981 )9775 048 (981 )9865
茂木伸一 吉川市 大字川藤２５９１番地 048 (982 )8834 048 (982 )8836
酒井淳一 吉川市 大字富新田１３９番地 048 (983 )5523 048 (981 )6123 監事
宮腰利治 吉川市 美南５丁目２０番地８ 048 (983 )0321 048 (983 )0321 理事
蓮見収栄 吉川市 吉川１丁目3０番地26 048 (982)2381 048 (982 )6609 会計
山田篤 吉川市 大字富新田１３９番地 048 (983 )5523 048 (981 )6123 幹事

岡安俊憲 吉川市 大字富新田１３９番地 048 (983 )5523 048 (981 )6123
朝井八郎 松伏町 大字松伏２５７３番地１ 048 (991 )6300 048 (991 )6316
山﨑善弘 松伏町 大字下赤岩１５０番地１５ 048 (991 )8303 048 (991 )8316 幹事
木村雅雄 松伏町 ゆめみ野５丁目１２番地１３ 048 (991 )8479 048 (991 )8379
福島一則 松伏町 田中３丁目２７番地１３ 048 (991 )7112 048 (991 )7114
増田繁 松伏町 大字松伏３１６０番地１ 048 (992 )0717 048 (992 )0980
橋本靖 松伏町 大字松伏４７６０番地９ 048 (947 )4001 048 (947 )2170 副支部長

増田大文 松伏町 大字松伏３１６０番地１ 048 (992 )0717 048 (992 )0980


