
松浦商工会議所 第十二期 役員名簿 

 

任期 3 年：令和４年１１月１日～令和７年１０月３１日 

                               （敬称略） 

 氏  名 事 業 所 名 

会 頭 稲沢 文員 株式会社稲沢鐵工 

副会頭 山口 和美 松浦衛生株式会社 

副会頭 池野 晋一 有限会社酒の一斗 

副会頭 井手 眞悟 有限会社法知園 

専務理事 久住呂 浩治 松浦商工会議所 

監 事 髙橋 耕司 株式会社十八親和銀行松浦支店 

監 事 桒原 進一 伊万里信用金庫松浦支店 

参 与 友広 郁洋 上志佐青龍の郷 

常議員 小川 栄治 西日本魚市株式会社 

常議員 上枡 正則 西九州共同港湾株式会社 

常議員 村上  功 九州電力株式会社松浦発電所 

常議員 小松 英史 コスモ開発株式会社 

常議員 末永 武雄 株式会社ニッチツ機械本部 

常議員 大樂 良二 
J－POWER ジェネレーションサービス 
株式会社松浦火力運営事業所 

常議員 吉本 勝彦 中興化成工業株式会社松浦工場 

常議員 山川 利彦 住商エアバッグ・システムズﾞ株式会社 

常議員 川久保 俊一 株式会社九電工松浦営業所 

常議員 日高 雅之 株式会社西九州メンテナンス 

常議員 野上  明 株式会社小松設備 

常議員 津﨑 幸三 株式会社電計社 

常議員 鬼塚 秀典 株式会社グッド・ハウス 

常議員 今野 静雄 イマノ建設株式会社 

常議員 吉永 満也 株式会社絆プレジャーグループ 

常議員 山本 浩史 文具センターやまもと 

常議員 古賀 一郎 協同組合アクト 

常議員 松浦 孝明 松浦プロパン協同組合 

常議員 西村 直志 有限会社西村釣具店 

常議員 吉永 麻衣 スナックマーブル 

 



松浦商工会議所 第十二期 議員名簿（任期３年） 

〇３号議員（９名）                 （敬称略） 

 氏 名 事業所名 

1 小川 栄治 西日本魚市(株) 

2 山口 和美 松浦衛生(株) 

3 上枡 正則 西九州共同港湾(株)  

4 村上 功 九州電力(株)松浦発電所 

5 小松 英史 コスモ開発(株)  

6 末永 武雄 (株)ニッチツ機械本部 

7 大樂 良二 
J－POWER ジェネレーションサービス(株) 
松浦火力運営事業所 

8 吉本 勝彦 中興化成工業(株)松浦工場 

9 稲沢 文員 (株)稲沢鐵工 

 

〇２号議員（２１名）                （敬称略） 

 氏 名 事業所名 

1 池野 晋一 (有)酒の一斗 

2 金子 卓寛 東海産業(株)  

3 山川 利彦 住商エアバッグ・システムズ(株)  

4 田渕 高志 九電産業(株)松浦事業所 

5 水下 久良 北松通運(株)松浦支店 

6 吉武 弘嗣 (株)佐賀銀行伊万里支店 

7 川久保 俊一 (株)九電工松浦営業所 

8 中村 春樹 (株)松浦シティホテル 

9 日高 雅之 (株)西九州メンテナンス 

10 鬼塚 秀典 (株)グッド・ハウス 

11 井手 眞悟 (有)法知園 

12 野上 明 (株)小松設備 

13 津﨑 幸三 (株)電計社 

14 松本 衛 (有)松本鐵筋工業 

15 大久保 譲二 (株)玄海電設 

16 今野 静雄 イマノ建設(株)  

17 辻川 勝明 (有)伸興トーヨー住器 

18 吉永 重隆 (有)吉永造園建設 

19 峯元 陽一 松浦水産(株)  

20 川上 茂男 松浦物産(株)  

21 吉永 満也 (株)絆プレジャーグループ 



〇１号議員（３０名）                （敬称略） 

 氏 名 事業所名 

1 今里 洋子 (有)松浦観光 

2 太田 富穂 近江鍛工(株)長崎工場 

3 小賦 光則 (有)小賦工業 

4 鬼橋 良紀 鬼橋電気管理事務所 

5 山本 浩史 文具センターやまもと 

6 古賀 一郎 協同組合アクト 

7 橋本 成一 あじ彩 

8 渕口 季信 日本遠洋旋網漁業協同組合 

9 福田 邦光 福田商店 

10 古川 稔 (有)タイセイ印刷 

11 前田 周二 (株)エミネントスラックス 

12 松浦 孝明 松浦プロパン協同組合 

13 川畑 秀孝 エム・ティー・ディー(株)  

14 吉川 篤則 川井産業(株)松浦店 

15 岩本 光司 アクサ生命保険(株)佐世保営業所 

16 中尾 泰久 (有)佐世保警備 

17 髙橋 利明 (株)ウエストジャパンフーヅ 

18 山本 龍彦 山本設計事務所 

19 江口 洋介 花よし 

20 谷口 一星 (有)谷口クリーニング 

21 西村 直志 (有)西村釣具店 

22 吉永 麻衣 スナックマーブル 

23 太田 信一郎 (有)太田保険事務所 

24 金子 一臣 金子表装 

25 久枝 啓介 (株)Ange  

26 氏山 昌明 氏山工業 

27 松下 行利 九州松下工業(株)  

28 森  圭司 (株)森システム 

29 中村 巧 (株)匠システムズ 

30 松瀬 久一 (有)フォーワン 

 


