
東芝情朋会(ＯＢ会）１１月１０日・参加名簿

11/10 現在 参加予定 69 名

氏 名 カナ 備考 氏 名 カナ 備考 氏 名 カナ 備考

1 青木　利弘 ｱｵｷ　ﾄｼﾋﾛ 元総務部長 31 島　徹 ｼﾏ ﾄｵﾙ 61 森下　逸郎 ﾓﾘｼﾀ  ｲﾂﾛｳ

2 秋山　功 ｱｷﾔﾏ ｲｻｵ 32 神　健次郎 ｼﾞﾝ ｹﾝｼﾞﾛｳ 62 米澤　清彦 ﾖﾈｻﾞﾜ ｷﾖﾋｺ

3 足達　郢他 ｱﾀﾞﾁ ｸﾆﾋﾄ 33 杉浦　勝之 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾂﾕｷ 63 宮本　貢 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂｸﾞ

4 荒井　誠治 アライ　セイジ 34 簾内　正行 ｽﾉｳﾁ  ﾏｻﾕｷ 役員（幹事会）

5 五十嵐　壮吉 ｲｶﾞﾗｼ ｿｳｷﾁ 35 高橋　正行 ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾕｷ 64 高野 博昭 ﾀｶﾉ ﾋﾛｱｷ 会長・元社長

6 池田　伸彦 ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 36 竹内　千翁 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｵ 65 阿久津 和男 ｱｸﾂ ｶｽﾞｵ

7 石井　清一 ｲｼｲ ｾｲｲﾁ 37 龍崎　保之 ﾀﾂｻﾞｷ ﾔｽﾕｷ 66 稲毛 秀也 ｲﾅｹﾞ ﾋﾃﾞﾔ

8 伊藤　修 ｲﾄｳ  ｵｻﾑ 38 塚本　達男 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾂｵ 67 岡崎 裕 ｵｶｻﾞｷ ユタカ 東芝転籍者

9 今井　弘 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ 元社長 39 辻本　敏彦 ﾂｼﾞﾓﾄﾄｼﾋｺ 68 木村 賢一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 前労委長

10 梅原　和夫 ｳﾒﾊﾗ　ｶｽﾞｵ 40 土屋　富士雄 ﾂﾁﾔ ﾌｼﾞｵ 69 左達 明彦 ｻﾀﾞﾁ ｱｷﾋｺ

11 大石　康男 ｵｵｲｼ　ﾔｽｵ 41 出構　真吾 ﾃﾞｶﾓ　ｼﾝｺﾞ 70 村上 正作 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｻｸ

12 太田　充美 ｵｵﾀ　ヨシミツ 42 中田　洋一 ﾅｶﾀ ﾖｳｲﾁ 71 澤田 成耕 ｻﾜﾀﾞ ｾｲｺｳ 会計担当

13 大塚　勝之 ｵｵﾂｶ　ｶﾂﾕｷ 43 名倉　昌廣 ﾅｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ

14 大野　政満 オオノ　マサミツ 44 野﨑　芳弘 ﾉｻﾞｷ　ﾖｼﾋﾛ

15 長壁　隆之 オサカベ　ﾀｶﾕｷ 45 野呂　信介 ﾉﾛ ｼﾝｽｹ

16 落合　厳則 ｵﾁｱｲ ﾖｼﾉﾘ 46 長谷川　亘 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ

17 勝海　久造 ｶﾂｳﾐ ｷｭｳｿﾞｳ 47 濱口　信雄 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵ

18 角　満之 ｶﾄﾞ ﾐﾂﾕｷ 48 平野　信博 ﾋﾗﾉ　ﾉﾌﾞﾋﾛ

19 鎌田　芳高 ｶﾏﾀ　ﾖｼﾀｶ 49 平林　秀雄 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾋﾃﾞｵ

20 川島　育則 ｶﾜｼﾏ　ｲｸﾉﾘ 50 弘田　尚允 ﾋﾛﾀ ﾅｵﾐ

21 幸田　隆 ｺｳﾀﾞ　ﾀｶｼ 51 藤野　公男 ﾌｼﾞﾉ ｷﾐｵ

22 小杉　勲 ｺｽｷﾞ ｲｻｵ 52 細野　豊 ﾎｿﾉ ﾕﾀｶ

23 駒澤　勝 ｺﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 53 堀越　克夫 ﾎﾘｺｼ ｶﾂｵ

24 鷺　勇 ｻｷﾞ ｲｻﾑ 54 前谷　武司 ﾏｴﾀﾆ　ﾀｹｼ 元総務部長

25 佐藤　淳子 ｻﾄｳ ｱﾂｺ 55 松岡　眞司 ﾏﾂｵｶ ｼﾝｼﾞ

26 佐藤　克彦 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 56 松戸　正好 ﾏﾂﾄﾞﾏｻﾖｼ

27 佐藤　陽信 ｻﾄｳ ﾖｳｼﾝ 57 松村　勝孝 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂﾀｶ

28 佐野　信幸 ｻﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 58 松室　新生 ﾏﾂﾑﾛ ﾜｶｵ

29 澤　勝 ｻﾜ　ﾏｻﾙ 59 松本　憲陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾐﾁ

30 志賀　勝昭 ｼｶﾞ ｶﾂｱｷ 60 宮下　暁 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾗ 元総務部長

1 / 1 ページ 2017/11/187:49


