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区分 氏名 企業名 役職 業種

1号 赤尾　重信 (株)赤尾正房酒店 代表取締役 酒類販売

〃 伊藤　哲司 (株)諌山工務所 代表取締役 建設業

〃 井上　明夫 (有)井上育林 代表取締役 育林業

〃 井上　百合 (株)井上酒造 代表取締役 酒造

〃 宇野　弘士 (有)宇野建築事務所 代表取締役 建築設計

〃 山本　友紀 (有)Ｍ＆Ｔ山本 代表取締役 機械卸売

〃 小ヶ内聡行 オガウチ濱田税理士法人 代表社員 税理士法人

〃 平川　好美 (有)カードクター・フカミ 代表取締役 自動車整備

〃 山口　　仁 (株)カネクマ山口商店 専務取締役 鮮魚卸売

〃 諌山　安雄 (株)亀山亭ホテル 営業･業務課ﾘｰﾀﾞｰ 旅館

〃 梶原　征男 九州電工(株) 取締役会長 電気工事業

〃 奥谷　聖治 (有)クローヌ・コーポレーション 代表取締役 自動車整備

〃 江田　福好 (有)こうだ 代表取締役 葬祭業

〃 若林　　武 三和酒類(株)日田蒸留所 所長 酒類製造

〃 白石　章二 (有)白石生花店 代表取締役 生花販売

〃 梶原　康輝 新和リファイン(株) 代表取締役 建築工事

〃 髙瀬加津男 (株)髙瀬文夫商店 代表取締役 蒲鉾板製造

〃 髙橋進太郎 (有)髙橋三男商店 代表取締役 建築資材卸売

〃 田嶋　　篤 (株)田嶋製作所 代表取締役 金属製品製造

〃 石松　寛善 (有)玉川運輸 代表取締役 運送業

〃 梶原　善人 (株)千原電気工事 取締役会長 電気工事業

〃 竹井　信之 (有)中央印刷 代表取締役 印刷業

〃 髙嶋　隆司 (株)ティーアンドエスおおいた 代表取締役 システム制作

〃 横山　俊英 (株)ネクスト 代表取締役 製材業

〃 佐藤裕一郎 (有)日田ガス 代表取締役 燃料販売

〃 髙倉　貴子 日田時報紙器印刷(株) 取締役 印刷業

〃 深津　信一 (株)深津製材所 代表取締役 製材業

〃 金崎　正泰 (株)福岡銀行日田支店 支店長 銀行

〃 園田　　匠 不二水道(株) 代表取締役 水道工事

〃 中村　広樹 ベストリビング(株) 代表取締役 家具製造

〃 合原眞知子 マルマタ林業(株） 代表取締役 林業

〃 三隅　勝祥 彌助すし 代表 飲食業

〃 田邊　康宏 山ア運送(株) 代表取締役 運送業

〃 大石美智子 (資)よろづや 女将 旅館
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2号 伊藤　由則 (株)アジア開発貿易 取締役 農産物卸

〃 大塚　　智 (株)オオツカ 代表取締役 酒類販売

〃 北郷　太門 (有)きたご調剤薬局 代表取締役 調剤薬局

〃 合谷　文彦 (株)合谷産業運輸 代表取締役 運送業

〃 佐竹　　享 (株)スプリングの佐竹 顧問 スプリング製造

〃 角　　弘起 (株)想夫恋 代表取締役 食品製造

〃 佐々木美徳 (有)寶屋 代表取締役 飲食業

〃 谷口　知幸 中山化成(有) 代表取締役 ウレタンフォーム製造

〃 河野　貴光 (株)西日本シティ銀行日田支店 支店長 銀行

〃 森山　和浩 日田フォレスト(株) 代表取締役 燃料製造

〃 冨安　裕子 (一社)日田市観光協会 会長 観光協会

〃 江藤　秀平 日田市管工事協同組合 理事長 管工事組合

〃 平川　正路 日田市商店街連合会 会長 商店街連合会

〃 中山　英明 (有)日田醤油 代表取締役 みそ･醤油製造販売

〃 梶原　智敏 日田信用金庫 理事長 信用金庫

〃 田中　昇吾 日田地区原木市場協同組合 理事長 原木組合

〃 杉野　恭市 日田電気工事業協同組合 理事長 電気工事組合

〃 加納　信男 (株)日田ビル管理センター 取締役 メンテナンス

〃 諌山　吉晴 日田旅館組合 組合長 旅館組合

〃 日野　敏彦 日野建設(有) 代表取締役 建設業

〃 武内　眞司 (株)フィガロハウス 代表取締役 飲食業

〃 高嶋　秀武 (株)平成建設 代表取締役 建設業

〃 諌本　初美 ヤマキ諌本木材(有) 代表取締役 製材業

3号 小埜　澄夫 (株)朝日木工 代表取締役 家具製造

〃 十時　康裕 (株)ＮＢＳロジソル 代表取締役 運送業

〃 渡辺　祐司 (株)大分銀行日田支店 支店長 銀行

〃 河津　龍治 大分県建設業協会日田支部 支部長 建設業協会

〃 和田　　誠 九州電力(株)日田営業所 所長 電気事業

〃 下田　智紀 サッポロビール(株)九州日田工場 工場長 酒類製造

〃 竹内　一晃 中央発条工業(株) 代表取締役 バネ製造

〃 湯地　雅夫 日田バス(株) 代表取締役 バス運行

〃 瀬戸亨一郎 日田木材協同組合 理事長 木材協同組合


