
番号 委員会名 青年部役職 氏名 事業所名
1 会長 森　　裕章 森米穀㈱
2 専務理事 小原　晴義 ㈲ダイワ鈑金塗装工業
3 絆・しごと発展委員会 副会長 久野　真也 U.アソシエート㈱
4 絆・しごと発展委員会 委員長 古賀　利明 ㈱全日警佐賀
5 絆・しごと発展委員会 副委員長 江頭　寿人 サンタ・コンサルランド㈱
6 絆・しごと発展委員会 副委員長 黒髪　清尊 クロカミスクリーン印刷㈱
7 絆・しごと発展委員会 運営幹事 木下　徹郎 （医）長晴会
8 絆・しごと発展委員会 運営幹事 高橋　望 水工
9 絆・しごと発展委員会 監事 七田　朋丈 七田酒類販売㈱
10 絆・しごと発展委員会 井手　健夫 佐賀共栄銀行
11 絆・しごと発展委員会 犬尾　宏樹 佐賀松原郵便局
12 絆・しごと発展委員会 尹　　学 明月館
13 絆・しごと発展委員会 江頭　勝 ㈱平和鋼材
14 絆・しごと発展委員会 江口　宏彰 ㈲江口建設
15 絆・しごと発展委員会 枝吉　茂樹 ㈱ナイルコミュニケーションズ
16 絆・しごと発展委員会 片江　順一 佐賀市 工業振興課
17 絆・しごと発展委員会 久保　和則 ㈱葉隠緑化建設
18 絆・しごと発展委員会 古瀬　幹祐 ㈱佐賀ポリ工芸社
19 絆・しごと発展委員会 堤　　雄亮 ㈱電興社
20 絆・しごと発展委員会 長戸　和光 佐賀駅前法律事務所
21 絆・しごと発展委員会 中村　健二 佐賀県火災共済(協)
22 絆・しごと発展委員会 橋詰　空 佐賀新聞文化センター
23 絆・しごと発展委員会 原　　和久 ㈱中野建設
24 絆・しごと発展委員会 百武　直昭 ㈱ソアー
25 絆・しごと発展委員会 平野　隆憲 ㈲ファインセーブ
26 絆・しごと発展委員会 藤井　貴宏 ㈱藤井電工
27 絆・しごと発展委員会 前田　淳一 ㈱From 1 to 1
28 絆・しごと発展委員会 松尾　隆臣 松尾寝具
29 絆・しごと発展委員会 井上　貴文 ㈲いのうえ
30 まちづくり委員会 副会長 北川　弘樹 小城重機建設㈱
31 まちづくり委員会 委員長 田畠　寿太郎 ㈱美穂野
32 まちづくり委員会 副委員長 田代　祐誠 田代法律事務所
33 まちづくり委員会 副委員長 古賀　利彦 ㈱佐賀広告センター
34 まちづくり委員会 運営幹事 江口　裕太 イタリア酒場 King kitchen
35 まちづくり委員会 相談役 牛島　秀図 ㈱佐賀タクシー
36 まちづくり委員会 顧問 川代　勇一 ㈲川代テント工業
37 まちづくり委員会 アドバイザー 坂井　元 佐賀市 財政課
38 まちづくり委員会 池田　清人 ㈱トヨタレンタリース佐賀
39 まちづくり委員会 緒方　貴之 グラスコート佐賀テニスクラブ
40 まちづくり委員会 古賀　里志 ＴＯＭカンパニー㈱
41 まちづくり委員会 古賀　浩之 ㈲ケンショーハウス工業
42 まちづくり委員会 小栁　敬寛 ㈱クライム
43 まちづくり委員会 下　　泰弘 ㈱下建設
44 まちづくり委員会 居石　昭彦 ㈲フラワー花園
45 まちづくり委員会 津山　和繁 佐賀新聞ライフマネジメント
46 まちづくり委員会 中島　敏昭 ㈱マルゼン看板
47 まちづくり委員会 成清　絢香 ㈱リベラルウァークス
48 まちづくり委員会 原田　一秀 原田㈱
49 まちづくり委員会 原田　烈 ㈱バイオテックス
50 まちづくり委員会 増田　好彦 ㈱佐賀新聞社
51 まちづくり委員会 村山　博昭 ㈱佐賀住宅管理
52 まちづくり委員会 杠　加奈恵 てんとうむし
53 まちづくり委員会 吉田　賢治 ㈱ワイズ
54 まちづくり委員会 渡瀬　善信 ENEOSグローブエナジー㈱九州支社佐賀支店

55 まちづくり委員会 井上　昌明 ㈱佐賀新聞サービス
56 まちづくり委員会 岩田　誉識 ㈱九州恵商会
57 まちづくり委員会 溝上　泰興 ㈱ミズ
58 ひとづくり委員会 副会長 松尾　哲吾 松尾建設㈱



59 ひとづくり委員会 委員長 青木　孝広 ㈱プライム
60 ひとづくり委員会 副委員長 於保　利彦 アクサ生命保険㈱佐賀支社
61 ひとづくり委員会 副委員長 千住　英正 アンジェルクス㈱
62 ひとづくり委員会 運営幹事 下津浦　信啓 ㈱エレクトリックパワーサプライ

63 ひとづくり委員会 運営幹事 橋口　広幸 橋口クリーニング店
64 ひとづくり委員会 監事 北村　栄一郎 ㈲みどりタクシー
65 ひとづくり委員会 井寺　修一 池田・井寺法律事務所
66 ひとづくり委員会 伊東　孝志 ㈲雅叙苑
67 ひとづくり委員会 植村　武史 ㈱駅前不動産ゆめタウン兵庫店
68 ひとづくり委員会 枝吉　宣輝 ㈱サガシキ
69 ひとづくり委員会 大塚　浩之 ㈱ユニコ
70 ひとづくり委員会 織田　　茂 観光ホテル朝風
71 ひとづくり委員会 小寺　謙一郎 佐賀家電㈱
72 ひとづくり委員会 古茂田　隆祐 ㈱タクボ
73 ひとづくり委員会 杉下　茂章 ㈱Life Salon
74 ひとづくり委員会 鶴田　将文 ㈱Life Salon
75 ひとづくり委員会 西田　満梨絵 Ａｎｇｅｌｌｅ
76 ひとづくり委員会 原口　尚己 ㈱佐賀電算センター
77 ひとづくり委員会 原田　容岐 九州保温工業㈱
78 ひとづくり委員会 森内　茂雄 ㈱九州コーユー
79 ひとづくり委員会 島内　大輔 ㈱サガシキ
80 総務委員会 副会長 吉原　崇己 ㈲ジョイックスシステム
81 総務委員会 委員長 奥村　輝一 ㈱井手解体実業
82 総務委員会 副委員長 陣内　美樹雄 ㈲九州住機
83 総務委員会 運営幹事 野中　健史 ㈱九州構造設計
84 総務委員会 運営幹事 原　　勇太 アップシャン
85 総務委員会 直前会長 福田　真也 ㈱プライム
86 総務委員会 顧問 高山　浩一 都寿司
87 総務委員会 荒尾　彰 ㈲あらお花店
88 総務委員会 石橋　浩幸 ㈱イシバシ
89 総務委員会 木下　直哉 西部印刷企画㈱
90 総務委員会 坂田　健一 ㈱坂田鉄工所
91 総務委員会 相良　大治郎 ㈲佐賀開発
92 総務委員会 渋谷　進一 ㈱サガプリンティング
93 総務委員会 中尾　慎吾 ㈱REセレクト
94 総務委員会 萩原　誠一郎 セイワホーム㈲
95 総務委員会 本島　誠之 ㈱モトシマ
96 総務委員会 矢ヶ部　真知 シチタ電装サービス
97 総務委員会 吉田　稔則 三井住友海上火災保険㈱
98 総務委員会 金子　彰子 ㈱ベストＳ
99 総務委員会 石丸　沙織 ㈱ベストＳ

100 総務委員会 椛島　貴弘 D-STOCK・SAGA
101 総務委員会 貞島　博文 リーガル綜合事務所


