
会　頭 ㈱曽我部鐵工所 曽我部謙一 議　員 三井住友建設㈱四国支店 大西　申祐
副会頭 東予信用金庫 横川　明英 議　員 ㈱はま水産 岡田　一郎
副会頭 ㈱三好鉄工所 髙橋　健吉 議　員 ㈱東亜商会 越智　康介
副会頭 共同計器㈱ 矢田　義久 議　員 Ｔ．Ｍ．Ｍ．カンパニーマルゴシ新居浜店 越智　俊博
副会頭 住友金属鉱山㈱別子事業所 綿　　　寿 議　員 ㈱別子飴本舗 越智　秀司
常議員 広告会社ナレーション 伊藤　嘉秀 議　員 ㈱カトウ・エンジニアリング 加藤　京一
常議員 ㈱愛媛銀行新居浜支店 井上　和弘 議　員 (一社)新居浜カントリー倶楽部 加藤　友久
常議員 住友重機械工業㈱愛媛製造所新居浜工場 植村　明雄 議　員 清村塗装工業㈱ 清村　洋作
常議員 ㈱ハートネットワーク 大橋　弘明 議　員 桑原運輸㈱ 桑原　涼一
常議員 ㈱ユキ・ダスキン新居浜支店 小野　正師 議　員 薦田建設㈱ 薦田　博孝
常議員 ㈱小野鐵工所 小野　雄史 議　員 近藤物産㈱ 近藤千登世
常議員 三光機械工業㈱ 小野　幸男 議　員 近藤酒造㈱ 近藤　嘉郎
常議員 尚正産業㈱ 加藤　喜裕 議　員 ㈲大伸ステンレス 酒井志津香
常議員 ㈱日光商事 川井　義廣 議　員 愛媛東部ヤクルト販売㈱ 嶋田　純也
常議員 ㈱菅工務店 菅　　公逸 議　員 白石物産㈱ 白石　卓三
常議員 ㈱伊予銀行新居浜支店 久米　良樹 議　員 白石建設工業㈱ 白石　尚寛
常議員 ㈱近藤工作所 近藤　彰一 議　員 ㈱丸菱商会 神野　泰正
常議員 ㈱コスにじゅういち 近藤　眞而 議　員 四国プロパンガス㈱ 髙尾　智幸
常議員 ㈱近文 近藤　奉文 議　員 ㈱髙橋工務店 髙橋　忠彦
常議員 ㈲アーキフォルム 佐々木世希 議　員 イオンモール㈱イオンモール新居浜 高山　辰喜
常議員 ㈱三井住友銀行新居浜支店 佐藤　真一 議　員 宝運送㈱ 宝田　洋造
常議員 ㈱白石商店 白石　正一 議　員 住友生命保険(相)新居浜支社 武田　康宏
常議員 ㈱白石工務店 白石　誠一 議　員 リーガロイヤルホテル新居浜 田坂　忠孝
常議員 東和工業㈱ 神野　勝太 議　員 共和テクノ㈱ 田中　敏夫
常議員 住友化学㈱愛媛工場 髙倉　　靖 議　員 ㈱エスエスコーポレーション 千葉　英明
常議員 ㈱髙橋栄商店 髙橋　英吉 議　員 ㈱続木鉄工所 続木　　剛
常議員 ㈱愛水 田村　征夫 議　員 ㈱一梅酢 寺岡　武志
常議員 ㈲ヤングドライ新居浜 永田　光春 議　員 香川建設㈱ 徳久　晴彦
常議員 永易明洋税理士事務所 永易　明洋 議　員 住友林業㈱総務部新居浜事業所 中井　　覚
常議員 萩尾高圧容器㈱ 萩尾　広典 議　員 四国電力送配電㈱新居浜支社 中飯　尚弘
常議員 ㈱ハタダ 畑田　達志 議　員 ㈲永久堂 永易　眞文
常議員 東予スズキ販売㈱ 尾藤　一彦 議　員 ㈱西岡鉄工所 西岡　　圭
常議員 藤田産業㈱ 藤田　宏幸 議　員 ㈱別子モータース 西原　久人
常議員 ㈱に志まき呉服店 真木　正広 議　員 芙蓉海運㈱ 野間　省一
常議員 明星運輸㈱ 明星　　元 議　員 四国物産㈱新居浜支店 橋本　朋憲
常議員 浜栄港運㈱ 村上　正純 議　員 三王ハウジング㈱ 秦　　照佳
常議員 妻鳥パートナーズ税理士法人 妻鳥　孝行 議　員 ㈱マルト 原　　大司
常議員 住友共同電力㈱ 山内　智弘 議　員 東田印刷㈱ 東田　桂典
常議員 ㈱よしだ 吉田　達哉 議　員 寿商事㈱ 日野　英典
常議員 米谷建設㈱ 米谷　方利 議　員 ㈲藤田商店 藤田　英治
監　事 ㈱伊東会計サービス 伊東　省司 議　員 ㈱グラッツェふじ 藤田　修生
監　事 正起ガス㈱ 妹尾　次郎 議　員 愛媛果汁食品㈱ 古川　智脩
監　事 萩尾機械工業㈱ 萩尾　孝一 議　員 ㈱牧野商会 牧野　　彰
議　員 青野海運㈱ 青野　　力 議　員 ㈱増田重機 増田　　忍
議　員 ㈲佐々木組 秋田　華佳 議　員 大和証券㈱新居浜支店 三谷麻規子
議　員 秋月食品工業㈱ 秋月禮三郎 議　員 スミヤ機工㈱ 宮崎　典和
議　員 四国竹林塗装工業㈱ 池田　昭大 議　員 宮崎木材㈱ 宮崎　善博
議　員 四国住設㈱ 石水　浩臣 議　員 ㈱大学堂眼鏡店 三好　　匠
議　員 日泉化学㈱ 一宮　　達 議　員 加賀工業㈱ 村上　　徹
議　員 ㈱マイントピア別子 一色　和男 議　員 ㈱守谷漬物 守谷　健治
議　員 ㈱大石工作所 大石　憲一 議　員 ㈱横井産業 横井　大輝
議　員 ㈱大竹組 大竹　崇夫 議　員 ㈱フジフジグラン新居浜 渡辺　直人

※敬称略・五十音順
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