
 

 

 

一般社団法人全麺協東日本支部 

第 11回通常総会 
 

平成 30年 4月 11日（水） 

於 麺業会館 2階会議室 

 

議案書（義決後） 

出席者数 正会員 ４３ 委任状提出 29 役員出席 6 

挨拶 

議事 

第１号議案 平成 29年度事業報告            1 

第 2号議案 平成 29年度事業収支・監査報告      8 

第 3号議案 一般社団法人全麺協東日本支部 

規約一部改正案             10 

第 4号議案 一般社団法人全麺協東日本支部 

役員選出要綱一部改正案         13 

立候補者の意見表明          

第 5号議案 30・31年度役員選出案                   16 

第 6号議案 平成 30事業計画（案）                 18 

第 7号議案 平成 30年度事業収支予算（案）           20 

その他 

 

資料  一般社団法人全麺協東日本支部会員名簿（別添）     
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別添

番号 区分 会員名 代表者氏名 県 市区町村

1 地方公共団体正会員 喜多方市 市長　山口　信也 福島県 喜多方市

2 正会員 うつくしま蕎麦王国協議会 会長　菅野　伸是 福島県 会津若松市

3 地方公共団体正会員 日光市 市長　斎藤　文夫 栃木県 日光市

4 正会員 ＮＰＯ法人そばネット埼玉 代表理事　阿部　成男 埼玉県 さいたま市

5 正会員 会津そば塾 代表　唐橋　宏 福島県 会津若松市

6 正会員 会津磐梯そば道場 代表　長谷川　徹 福島県 耶麻郡磐梯町

7 正会員 桜流蕎麦打ち研究会 会長　高崎　満 東京都 千代田区

8 正会員 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 会長　齊藤　富士雄 東京都 千代田区

9 正会員 ふるさと寒河江そば工房 会長　鈴木　俊一郎 山形県 寒河江市

10 正会員 さいたま蕎麦打ち倶楽部 会長　田中　浩三 埼玉県 さいたま市

11 正会員 栃木のうまい蕎麦を食べる会 会長　芳田　時夫 栃木県 宇都宮市

12 正会員 いばらき蕎麦の会 会長　人見　實徳 茨城県 常陸太田市

13 正会員 会津山都そば協会 会長　鈴木　勝 福島県 喜多方市

14 正会員 江戸流手打ちそば青山学舎 主宰　石野　忠秋 千葉県 我孫子市

15 正会員 江戸流手打ちそば二・八の会 代表　安井　良博 東京都 板橋区

16 正会員 高林蕎麦研究会 会長　君島　照明 栃木県 那須塩原市

17 正会員 会津田島御蔵入そばの会 代長　紀　治男 福島県 南会津町

18 正会員 群馬奥利根連合そば会 代表　宮田　優一 群馬県 渋川市

19 正会員 分桜流・彩次郎蕎麦打ち会 会長　渡部　隆夫 埼玉県 加須市

20 正会員 千葉県そば推進協議会 理事長　石橋　ちず江 千葉県 千葉市

21 正会員 千葉手打ち蕎麦の会 代表　瀧上　韙明 千葉県 四街道市

22 正会員 二戸御法度の会 代表　佐藤　和夫 岩手県 二戸市

23 正会員 蕎麦打ち道場　一寿の会 代表　板垣　一寿 新潟県 新発田市

24 正会員 いわせ蕎麦の会 代表　若林　正美 茨城県 桜川市

25 正会員 新潟つながるそばの会 代表　市村　照男 新潟県 上越市

26 正会員 さくら蕎麦の会 会長　杉山　忠秋 千葉県 千葉市

27 正会員 ＴＯＫＹＯ蕎麦塾 塾長　藤澤　剛 東京都 武蔵野市

28 正会員 那須手打ち蕎麦倶楽部 代表　中原　利敬 栃木県 那須塩原市

29 正会員 太田こだわり蕎麦の会 代表　加藤　志伸 群馬県 太田市

30 正会員 手打ちそば教室　蕎麦善 代表　鴨井　孝 埼玉県 新座市

31 正会員 蕎麦の会　藤 代表　横山　忠弘 埼玉県 杉戸町

32 正会員 青森県そば研究会 代表　佐藤　重一 青森県 上北郡東北町

33 正会員 江戸流手打ちそば　鵜蕎の会 会長　小泉　好江 東京都 江戸川区
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34 正会員 いわきそば塾 塾長　根内　一彰 福島県 いわき市

35 正会員 杉戸麺打愛好会小川道場 会長　小川　伊七 埼玉県 杉戸町

36 正会員 青葉手打そば教室　青蕎会 会長　渡邉　義昭 宮城県 仙台市

37 正会員 蕎麦喰地蔵尊　蕎麦打ち会 代表　畑　貞則 東京都 世田谷区

38 正会員 大島そば同好会 会長　橋本　正希 福島県 郡山市

39 正会員 江戸流手打ち蕎麦　鵜合之衆 代表　小野　マサル 茨城県 土浦市

40 正会員 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 代表　佐藤　和雄 東京都 中野区

41 正会員 江戸流手打ち蕎麦　轟そばの会 会長　田仲　悦郎 千葉県 千葉市

42 正会員 東京そばの会 会長　小池　晃 東京都 葛飾区

43 正会員 伊勢崎蕎麦ゆうゆう会 会長　大久保　文司 群馬県 伊勢崎市

44 正会員 安積そば同好会 会長　高橋　久 福島県 郡山市

45 正会員 秩父そば打ち倶楽部　蕎楽館 代表　上石　良雄 埼玉県 秩父市

46 正会員 宮城手打ちそば研究会 代表 柏倉　寛充 宮城県 仙台市

47 正会員 彩蕎一門会 代表 樽見　二三男 埼玉県 久喜市

48 正会員 神奈川そばフォーラム 会長 廣武　照明 神奈川県 横浜市

49 正会員 ＮＰＯ法人　熊谷そば打ち会 会長 高橋　侑一 埼玉県 熊谷市

50 正会員 石川そば同好会 代表 近藤　康 福島県 石川町

51 正会員 そば塾　彩蕎庵 会長 安田　武司 埼玉県 杉戸町

52 正会員 郡山西地区そば打ち団体連合会 代表　髙橋　寛之 福島県 郡山市

53 正会員 とちぎ蕎和会 代表　小森　康弘 栃木県 宇都宮市

54 正会員 郡山そば同好会 会長　白石　清太郎 福島県 郡山市

55 正会員 日本橋そばの會 会長　兼城 健 東京都 中央区

56 正会員 常路麺打ち愛好会 会長 新嵜　照幸 埼玉県 所沢市

57 正会員 そば始め会 会長 金子　啓介 新潟県 十日町市

58 正会員 せいち庵そば打ち倶楽部 会長 生沼　聖司 茨城県 古河市

59 正会員 恒持庵 会長 坂本　始喜 埼玉県 秩父市

60 正会員 久喜そば倶楽部 会長　田中　憲一 埼玉県 幸手市

61 正会員 手打ちそばサークル悠遊 会長　中井　吉弘 埼玉県 越谷市

62 正会員 小山手打ちそばの会 会長　武藤　光男 栃木県 小山市

63 正会員 手打ちそばときわ会 会長　吉田　忠 福島県 田村市

64 正会員 仙台一番町そば塾 代表　日野　浩一 宮城県 仙台市

65 正会員 福島南向台そばクラブ 代表　佐藤　昭二 福島県 福島市

66 正会員 つくば蕎麦愛好会 会長　浅見　周司 茨城県 つくば市

67 正会員 結乃會 会長　斉藤　巌 福島県 西郷村

68 正会員 桃園そば打ち会 会長　田中　博文 東京都 中野区
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69 正会員 越後ながおかそばの会 島田　浩二 新潟県 長岡市

70 正会員 山形県庁そば研究会 会長　髙橋　耕太郎 山形県 米沢市

71 正会員 蓬田村そば打ち研究会 会長　桶田　武 青森県 蓬田村

72 正会員 瀬戸口麺打ち愛好会草加共生塾 館長　瀬戸口　公子 埼玉県 草加市

73 正会員 工房水神そば 代表　一ノ瀬　龍治郎 宮城県 岩沼市

74 正会員 けやき蕎麦打ち同好会 代表　中山　攻 埼玉県 春日部市

75 正会員 ふくしまﾏｽﾀｰｽﾞ11期生そば打ち愛好会 代長　五十嵐　幸也 福島県 福島市

76 正会員 うつのみや和楽の会 会長　堀内　信夫 栃木県 宇都宮市

77 正会員 伊勢原蕎麦打ち倶楽部 会長　鈴木　一夫 神奈川県 伊勢原市

78 正会員 福島手打ちそばの会 会長　冨田　美都男 福島県 福島市

79 正会員 圏央手打ちそばクラブ 会長　樋口　正一 埼玉県 鴻巣市

80 正会員 常陸そばの会 会長　長嶋　光行 茨城県 常陸大宮市

81 正会員 こもれび蕎麦の会 会長　林　久晴 千葉県 我孫子市

82 正会員 しらこばと蕎麦打ち会 代表者　小早川　実 埼玉県 越谷市

83 正会員 洋子蕎麦打ち倶楽部 会長　常世田　洋子 埼玉県 春日部

84 正会員 匝瑳そばの会 会長　富永　昭一 千葉県 匝瑳市

85 正会員 北本蕎深会 会長　深井　昭芳 埼玉県 北本市

86 正会員 蕎麦道場　かたくり舎 代長　志小田　勝雄 宮城県 山元町

87 正会員 白石興産（株）手打ち工房 宮城県 白石市

88 正会員 つくば手打ち蕎麦研究会 代表　酒井　清貴 茨城県 つくば市

89 正会員 清原手打ちそばの会 会長　鈴田　孝行 栃木県 宇都宮市

90 正会員 一水蕎麦塾 代表　松沼　孝 栃木県 小山市

91 正会員 おぐにの郷 代表　齋藤　忠市 福島県 喜多方市

1 賛助 （有）中村豊蔵商店 代表取締役　中村要一 福島県 会津若松市

2 賛助 （株）セキカワ 代表取締役　関川昌徳 新潟県 燕市

3 賛助 アベ食粉（株） 代表取締役　阿部弘二 福島県 郡山市

4 賛助 （株）やまびこ 代表取締役　犬飼博 東京都 立川市
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