
平成 29 年 4 月 20 日 

新潟市火災共済生活協同組合 

 

総代候補者の氏名掲示について 

 

当組合定款および総代選挙規約に基づき、総代の選挙区ごとに選出された総代候補者の

氏名は以下のとおりです。 

 

総代候補者（任期 3 年：平成 32 年総代会前日まで） 

北区 

齋藤 岩雄 平田 壽雄 佐藤 英雄 平田 毅 坂井 聡 

斎藤 恵淳 金田 勇 斎藤 幸徳 有田 幸雄 吉川 周市 

池田 勇 島倉 秀男 堀 一男 古沼 忠男 川﨑 良和 

東区 

滝澤 剛平 市川 一 椎野 茂夫 船木 信幸 横山 義和 

大野 均 斎藤 康雄 田村 茂生 渡辺 一義 滝沢 壮 

三浦 正統 沖村 一雄 古源 義道 倉田 勇司 星 雅彰 

伏見 和博 稲田 茂夫 清水 正春 入沢 孝司 熊谷 芳博 

池田 敏光     

中央区 

吉田 和幸 吉澤 隆 渡辺 道明 斉藤 元宏 笹川 悦生 

西野 純一 野澤 義夫 小澤 欣治 鈴木 正晃 宮本 輝夫 

笠井 武 二瓶 正彦 佐藤 勇 田中 忠夫 小竹 清之 

高橋 敬一 土田 信一 宮島 國明 角田 一博 高橋 文雄 

藤田 茂 佐藤 一男 小松 順一 結城 晃 長井 良則 

佐藤 昭義 星 邦夫 藤崎 昇作 早川 忠 小島 守 

山田 治 梨本 明秀 板井 栄六 里村 一栄 村山 孝子 

細山 賢介 鎌倉 敏栄 篠田 孝 丸田 美智子 本多 功 

木山 美智子 横野 徹男 赤塚 仁 加藤 寿男 長谷川 治 

山崎 正人 増子 増一郎 山岸 健治 鷲津 博之 森岡 三男 

近藤 英一 圓山 孝 山岸 一栄 渡辺 一男 白石 勝信 

中山 規公 佐藤 和彦    

江南区 

中川 充 藤田 市男 和田 和政 桑野 琢也 平井 一己 

西脇 厚 齋藤 雅則 児玉 政昭 佐藤 明 塚原 正巳 



松野 行雄 今井 武志 今井 智孝   

秋葉区 

樋浦 善昭 小川 嘉秀 土田 正人 窪田 忠行 藤田 秀行 

南区 

小林 重之 高野 潤 棚橋 敏也 田才 秀行 矢挽 伸行 

西区 

佐藤 勇 原 明彦 山崎 靖徳 山崎 好亮 土田 誠 

阿部 武 川崎 清司 田中 一 渡辺 吉宣 小林 清則 

佐藤 雅美 星名 隆次 佐藤 友紀 中野 一郎 齋藤 博 

桑原 利宏 青柳 晴樹 永島 伸幸 大嶋 喜芳 熊谷 宣之 

毛利 健一 岡澤 数明 渡辺 康由 小林 徳一 永井 政義 

木口 治郎 宗村 勇二    

西蒲区 

沖野 一栄 長井 正光 樋口 誠 五十嵐 隆之 佐藤 浩 

大島 渉 中野 修 河治 寿   

 


