
渭北 石見　幸子 中央 大西　徹 石井 山根　由美子 大麻 宮本　豊樹

渭北 内田　美代子 中央 原　  千恵子 石井 山口　純子 なると 伊吹　久幸

渭北 柏木　多喜子 中央 三田　はる代 石井 山口　久 なると 岩朝　ハル子

渭北 洙田　展江 八万 大久保　初子 山川 住友　咲美 なると 岩朝　富美子

渭北 川口　政子 八万 佐藤　秀彦 山川 原田　行雄 なると 岡本　信子

渭北 北浜　玲子 八万 富森　  茂 西部 朝倉　敏 なると 尾崎　勝子

渭北 笹山　聰子 八万 古田　美知代 西部 内田　悦正 なると 多田　美智子

渭北 島田　正子 八万 森本　正一 西部 窪田　安行 なると 寺田　英勝

渭北 豊岡　弘子 八万 大久保　敬嗣 西部 篠原　孝行 なると 村上　みさ子

渭北 横山　良 南東 小林　信子 西部 元木　正詩 藍住 一色　智津子

渭北 市橋　亜起美 南東 河見　末子 西部 武川　哲也 藍住 胡田　文子

渭北 藤本　豊子 南東 西川　富子 西部 武原　亀夫 藍住 佐々木　弘子

渭北 桝藤　由子 小松島 橋本　和子 西部 日浦　信広 藍住 林　　寿子

渭北 松内　一江 小松島 片田　義範 西部 平松　國夫 藍住 小原　喜代子

渭北 松本　加津子 小松島 正部　繁子 西部 檜皮　内次 藍住 木内　宮子

渭北 見田     治 小松島 橋本　好子 西部 藤川　利三郎 藍住 三好　一子

渭北 美馬　康江 小松島 松下　千鶴子 西部 山田　正行 北島 阿部　朗代

渭北 吉田　廣子 小松島 松田　悦子 西部 森岡　孝昭 北島 宇津　清子

田宮・春日 岡本　千恵子 勝浦 井出　美智子 西部 中程　亀一 北島 砂川　美千穂

田宮・春日 小端　順子 勝浦 森本　  守 西部 藤本　博文 北島 砂川　美由紀

田宮・春日 鹿山　源一 佐古 石躍　ゆかり 西部 藤原　忠 北島 新見　博子

田宮・春日 國岡　晴雄 佐古 榎田　光臣 西部 細川　哲男 北島 藤原　幸子

田宮・春日 玉川　登美江 佐古 奥谷　タミ子 西部 丸岡　 　實 北島 森　トヨコ

田宮・春日 中元　由江 佐古 杉本　敏己 西部 出口　文明 その他 有川　マサ子

応神 寒川　純子 佐古 武田　惠子 西部 西岡　睦海 その他 大山　允子

応神 桑村　信子 佐古 武田　光郎 西部 原田　　一 その他 岡田　光男

応神 田口　加代子 佐古 船越　智子 西部 平野　重秋 その他 上村　恭子

川内 眞次　弘子 加茂名南 阿部　和子 南部 井坂　重広 その他 藤川　敏光

川内 氏師　シゲ子 加茂名南 稲岡　初美 南部 上野　敏夫 その他 松長　礼子

川内 林　   満津子 加茂名南 北岡　シゲ子 南部 髙島　三枝 その他 渡邊　亜由美

川内 島田　ハル子 加茂名南 篠原　武子 南部 霜田　紗智子 本部 岡田　和宏

川内 城西　利子 加茂名南 後藤　佳美 南部 瀬戸　広子 健生病院 秋山　陽介

川内 土井　茂 加茂名南 藤田　茂子 南部 達田　美喜夫 健生病院 尾﨑　眞弓

川内 中西　充江 矢三・島田 阿部　ミヤ子 南部 新居　敏弘 健生病院 笠井　敬子

渭東 先田　勝美 矢三・島田 上野　イトミ 南部 畠山　正志 健生病院 高原　由江

渭東 井浦　美都子 矢三・島田 高月　利江 南部 新開　千鶴 健生病院 長田　聖

渭東 中山　馨 矢三・島田 多田　悦子 南部 保岡　好江 健生病院 仁木　博子

渭東 中川　和子 矢三・島田 南城　貴子 南部 山田　加代子 健生病院 常陸　朗広

渭東 小泉　徳子 矢三・島田 山本　博子 橘 計盛  　ヨシエ 健生病院 本浄　直美

渭東 山本　市江 国府 今治　義和 橘 佐々木　志滿子 健生病院 大和　真理

渭東 山本　泰行 国府 板橋　芳美 那賀川 中島　福枝 石井CL 内田　淳子

沖洲 大島　セツ子 国府 大塩　正子 那賀川 吉田　敏子 西部診 近藤　慶卓

沖洲 大寺　玲子 国府 河野　早知子 海部 伊勢田　マサ子 西部診 向井　町子

沖洲 岸本　敬子 国府 小出　須美子 海部 大谷　達也 阿南診 河野　比呂加

沖洲 齋中　滿子 国府 傳住　敏明 海部 大平　武子 きたじまCL 佐藤　典子

沖洲 髙橋　岑子 国府 傳住　美智子 海部 久米　俊子 健生歯科 堀江　公人

沖洲 板東　志津子 国府 安冨　千惠子 海部 栗山　ミツエ なると歯科 井口　卓二

上八万 国重　雅嗣 石井 矢上　始布 海部 藤元　雅文 在宅介護 秋野　芳美

上八万 久米　英俊 石井 一宮　弘明 海部 松本　洋子 在宅介護 神野　文枝

上八万 佐々木　峯子 石井 河野　佳子 板野 石川　美栄子 在宅介護 中澤　智恵

上八万 小川　光夫 石井 木村　節子 板野 松本　光枝

上八万 山田　節子 石井 久米　久子 板野 元木　道子

中央 泉   　妙子 石井 佐藤　紀夫　 板野 池田　晴雄

中央 高岡　久子 石井 武市　　弘 大麻 上田　公司

中央 巽　     都 石井 富山　進作 大麻 笠井　千恵

中央 谷川　寿美子 石井 日野　良子 大麻 川崎　ユリ子

中央 塀本　信之 石井 藤本　日出子 大麻 齋坂　佐惠子 総合計 221名

 

 

 

 ２０１９年２月２５日より２０１９年３月２５日に実施された、第６５回総代会・総代選挙に基づい

て選出された総代名簿に関する公告を行ないます。 

２０１９年５月１日 

徳島健康生活協同組合 理事長 児嶋 誠一 
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