
奈良橋自治会歴代役員
年度 S34年度 S35年度 S36年度 S37年度 S38～S39年度 S40～S41年度 S42～S43年度
開始時期 S34.4.1 S35.4.1 S36.4.1 S37.4.1 S38.4.1 S40.4.1 S42.4.1
終了時期 S35.3.31 S36.3.31 S37.3.31 S38.3.31 S40.3.31 S42.3.31 S44.3.31
相談役

相談役

相談役

相談役

相談役

会計監査 内堀小十郎 内堀小十郎 内堀小十郎 内堀小十郎 内堀小十郎 内堀小十郎 岸　昊鏡
６区 ６区 ６区 ６区 ６区 ６区 ２区

会計監査 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 清水三郎兵衛
２区 ２区 ２区 ２区 ２区 ２区 １区

会長 石川吉勝 石川吉勝 石川吉勝 石川吉勝 栗原英一郎 高橋喜亮 高橋喜亮
４区 4区 4区 4区 4区 ３区 ３区

副会長 石井宇三郎 清水三郎兵衛 清水三郎兵衛 清水三郎兵衛 高橋喜亮 神谷広吉 神谷広吉
３区 １区 １区 １区 ３区 ７区 ７区

副会長

会計 高橋竹次郎 高橋喜亮 高橋喜亮 高橋喜亮 中澤重一 中澤重一 中澤重一
1区 ３区 ３区 ３区 ５区 ５区 ５区

会計 内堀専司 神谷広吉 神谷広吉 神谷広吉 岸　潔 岸　潔 岸　潔
６区 ７区 ７区 ７区 ２区 ２区 ２区

１区長 石川鉄恵知 石川鉄恵知 石川鉄恵知 石川鉄恵知 石川鉄恵知 石川勝次郎 石川勝次郎

２区長 岸　潔 岸　潔 岸　潔 石川謹一 石川謹一 石川謹一 鎌田仁兵衛

３区長 田村伊新 田村伊新 氏井辰三郎 氏井辰三郎 氏井辰三郎 粕谷梅吉 粕谷梅吉

４区長 栗原正一 栗原正一 栗原正一 栗原正一 鎌田与三郎 押本克己 栗原正一

５区長 岸　彦太郎 押本芳蔵 押本芳蔵 押本芳蔵 押本芳蔵 押本芳蔵 押本芳蔵

６区長 根岸吉次郎 内堀栄次郎 中村徳次郎 内堀専司 粕谷孫太郎 内堀小十郎 内堀小十郎

７区長 内堀義三 内堀義三 内堀義三 内堀義三 荒幡基一 荒幡基一 内堀惣平

８区長 － 岩貞　清 岩貞　清

９区長 － 井上理亮 井上理亮

１０区長 －



年度
開始時期
終了時期
相談役

相談役

相談役

相談役

相談役

会計監査

会計監査

会長

副会長

副会長

会計

会計

１区長

２区長

３区長

４区長

５区長

６区長

７区長

８区長

９区長

１０区長

S44～S45年度 S46～S47年度 S48～S49年度 S50～S51年度 S52～S53年度 S54～S55年度 S56～S57年度 S58～S59年度
S44.4.1 S46.4.1 S48.4.1 S50.4.1 S52.4.1 S54.4.1 S56.4.1 S58.4.1
S46.3.31 S48.3.31 S50.3.31 S52.3.31 S54.3.31 S56.3.31 S58.3.31 S60.3.31

荒幡基一 荒幡基一
７区 ７区

森田益美 森田益美
５区 ５区

岸文男 岸文男
５区 ５区

粕谷梅吉
３区

岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡 岸　昊鏡
２区 ２区 ２区 ２区 ２区 ２区 ２区 ２区

清水三郎兵衛 清水三郎兵衛 清水三郎兵衛 清水三郎兵衛 清水三郎兵衛 中澤重一 中澤重一 中澤重一
１区 １区 １区 １区 １区 ５区 ５区 ５区

高橋喜亮 高橋喜亮 高橋喜亮 荒幡基一 荒幡基一 荒幡基一 岸　潔 石井精一
３区 ３区 ３区 ７区 ７区 ７区 ２区 ３区

神谷広吉 神谷広吉 荒幡基一 岸　潔 岸　潔 岸　潔 粕谷梅吉 荒幡勇次
７区 ７区 ７区 ２区 ２区 ２区 ３区 ７区

石井精一 栗原　稔
３区 ４区

岸　潔 岸　潔 岸　潔 石井精一 石井精一 石井精一 荒幡勇次 岸　登一
２区 ２区 ２区 ３区 ３区 ３区 ７区 ６区（３区？）

荒幡基一 荒幡基一 石井精一 粕谷梅吉 粕谷梅吉 粕谷梅吉 栗原　稔 押本行雄
７区 ７区 ３区 ３区 ３区 ３区 ４区 ５区

岸利三郎 岸利三郎 石川誓治 石川利勝 高橋孫一 高橋孫一 石川初雄 石川初雄

鎌田仁兵衛 岸正巳 岸正巳 田中欣一（晃） 田中欣一（晃） 鎌田幸次郎 鎌田幸次郎 鎌田光重

粕谷梅吉 粕谷梅吉 粕谷梅吉 岸登一 岸登一 岸登一 岸登一 小川一治

栗原正一 栗原正一 石川彦三郎 石川彦三郎 栗原稔 栗原稔 石川徹 石川徹

押本芳蔵 武田勲 武田勲 岸文雄 岸文男 押本行雄 押本行雄 石川吉雄

内堀小十郎 内堀栄次郎 内堀栄次郎 内堀栄次郎 内堀利三郎 内堀利三郎 内堀正雄 内堀正雄

荒幡勇次 荒幡勇次 荒幡勇次 荒幡勇次 荒幡勇次 荒幡勇次 荒幡芳蔵 田中作一

岩貞　清 岩貞　清 岩貞　清 舘田惣助 竹内誠三 川島隆利 舘田惣助 水野園夫

井上理亮 井上理亮 井上理亮 井上理亮 秋山保太郎 媚山義光 榎本三郎　８区 迫田平次郎

関田正作 滝沢吉信 吉村正雄 山北駿 関田正作 原田謙太郎 荒幡万吉



年度
開始時期
終了時期
相談役

相談役

相談役

相談役

相談役

会計監査

会計監査

会長

副会長

副会長

会計

会計

１区長

２区長

３区長

４区長

５区長

６区長

７区長

８区長

９区長

１０区長

S60～S61年度 S62～S63年度 H1～2年度 H3～4年度 H5～6年度 H７～8年度 H9～10年度 H11～12年度
S60.4.1 S62.4.1 H1.4.1 H3.4.1 H5.4.1 H7.4.1 H9.4.1 H11.4.1
S62.3.31 H1.3.31 H3.3.31 H5.3.31 H7.3.31 H9.3.31 H11.3.31 H13.3.31
森田益美 石川精一 森田益美 中澤重一 中澤重一 中澤重一 森田益美 森田益美

５区 ３区 ５区 ５区 ５区 ５区 ５区 ５区

岸文男 荒幡勇次 石川　徹 森田益美 森田益美 森田益美 石川　徹 石川　徹
５区 ７区 ４区 ５区 ５区 ５区 ４区 ４区

粕谷梅吉 森田益美 荒幡勇次 押本行雄 押本行雄 石川　徹 栗原　稔 石川　初雄
３区 ５区 ７区 ５区 ５区 ４区 ４区 １区

石井精一 石川　徹 押本行雄 石川　徹 石川　徹 栗原　稔 石川　初雄 内堀俊雄
３区 ４区 ５区 ４区 ４区 ４区 １区 ７区

石川　初雄
１区  

岸　昊鏡 岸　昊鏡 中沢重一 栗原　稔 栗原　稔 大熊和雄 内堀俊雄 石川　證一
２区 ２区 ５区 ４区 ４区 １区 ７区 ４区

中澤重一 中澤重一 栗原　稔 石川初雄 大熊和雄 内堀俊雄 石川　證一 神谷　拾三
５区 ５区 ４区 １区 １区 ７区 ４区 ７区

荒幡勇次 押本行雄 石川初雄 大熊和雄 内堀俊雄 石川　證一 神谷　拾三 荒幡　保治
７区 ５区 １区 １区 ７区 ４区 ７区 ７区

栗原　稔 栗原　稔 石川吉雄 内堀俊雄 岸　正雄 神谷　拾三 荒幡　保治 中村重雄
４区 ４区 ７区 ７区 ５区 ７区 ７区 ６区

押本行雄 石川初雄 大熊和雄 岸　正雄 石川　證一 荒幡　保治 中村重雄 根岸　光男
５区 １区 １区 ５区 ４区 ７区 ６区 ６区

石川初雄 石川吉雄 内堀俊雄 石川　證一 神谷拾三 中村重雄 根岸　光男 石川　熊吉
１区 ７区 ７区 ４区 ７区 ６区 ６区 １区

石川　徹 大熊和雄 内堀　博 神谷拾三 荒幡保治 岸　福治 石川　熊吉 阿部栄治
４区 １区 ６区 ７区 ７区 ５区 １区 ９区

大熊和雄 小川繁夫 石川保平 石川庄太郎 岸　喜作 石川熊吉 下条清治 石川幸男

鎌田光重 稲垣　実 内堀秋雄 川畑泰男 岸　福太郎 根岸捨己 石川博 小野昌一

小川一治 小川一治 氏井武夫 野村　功 糟谷武治 糟谷賢治 田村誠良 三浦利之

石川正治 石川正治 石川　證一 氏井惣一郎 松田憲仁 氏井三郎 西川伍市 石川誠吉

石川吉雄 岸　正雄 岸　正雄 岸　福治 岸　福治 渡辺芳夫 押本好夫 森田茂行

内堀博 内堀　博 内堀康義 中村重雄 中村重雄 根岸光男 内堀武人 鎌田　勇一

田中作一 内堀俊雄 神谷拾三 荒幡保治 内堀　清 田中喜光 穐山喜富 町田和好

神谷政治 神原登茂治 神原登茂治 氏井　正 倉知溶吉 乙幡　稔 氏井一三六 宮村　力

高橋一郎 江頭光男 野崎歌治 吉野喜重 後藤信雄 石坂紀正 松田茂 石川　澄

中村芳雄 中村友一 鎌田新一 － － － － －



年度
開始時期
終了時期
相談役

相談役

相談役

相談役

相談役

会計監査

会計監査

会長

副会長

副会長

会計

会計

１区長

２区長

３区長

４区長

５区長

６区長

７区長

８区長

９区長

１０区長

H13～14年度 H15～16年度 H17～18年度 H19～20年度 H21～22年度 H23～24年度 H25～26年度 H27～28年度
H13.4.1 H15.4.1 H17.4.1 H19.4.1 H21.4.1 H23.4.1 H25.4.1 H27.4.1
H15.3.31 H17.3.31 H19.3.31 H21.3.31 H23.3.31 H25.3.31 H27.3.31 H29.3.31
石川　徹 石川　徹 石川　徹 石川　徹 石川　徹 神谷　拾三 神谷　拾三 小峰　登

４区 ４区 ４区 ４区 ４区 ７区 ７区 2区

石川　初雄 石川　初雄 石川　證一 石川　證一 石川　證一 荒幡　保治 荒幡　保治 西川　伍市
１区 １区 ４区 ４区 ４区 ７区 ７区 4区

石川　證一 石川　證一 神谷　拾三 神谷　拾三 神谷　拾三 根岸　光男 小峰　登
４区 ４区 ７区 ７区 ７区 ６区 ２区

－ 神谷　拾三 荒幡　保治 荒幡　保治 荒幡　保治 中橋　正則 －
－ ７区 ７区 ７区 ７区 ４区 －

－ － － － 根岸　光男 － －
－ － － － ６区 － －

神谷　拾三 荒幡　保治 中村　重雄 根岸　光男 中橋　正則 小峰　登 西川　伍市 鎌田　勇一
７区 ７区 ６区 ６区 ４区 ２区 ４区 6区

荒幡　保治 中村　重雄 根岸　光男 中橋　正則 小峰　登 西川　伍市 鎌田　勇一 吉田　　　彰
７区 ６区 ６区 ４区 ２区 ４区 ６区 8区

中村　重雄 根岸　光男 中橋　正則 小峰　登 西川　伍市 鎌田　勇一 吉田　彰 岸　　　通夫
６区 ６区 ４区 ２区 ４区 ６区 ８区 2区

根岸　光男 岸　喜作 小峰　登 西川　伍市 鎌田　勇一 吉田　彰 岸　通夫 岸　　　　操
６区 １区 ２区 ４区 ６区 ８区 ２区 2区

石川　熊吉 松田　憲仁 小榑　哲夫 鎌田　勇一 吉田　彰 岸　通夫 河村　弘章 渡辺　治男
１区 ４区 ３区 ６区 ８区 ２区 ７区 9区

岸　喜作 中橋　正則 小樽　哲夫（兼） 吉田　彰 岸　通夫 中村　光利 中村　光利 荒幡　敬嗣
１区 ４区 ３区 ８区 ２区 ６区 ６区 7区

松田　憲仁 小峰　登 小倉　安洋 岸　通夫 中村　光利 石川　文男 石川　文男 石川　文男
４区 ２区 ６区 ２区 ６区 １区 １区 1区

石川　幸男 野口　英世 野口　英世 野口　英世 石川　文男 石川　文男 石川　文男 石川　文男

小峰　登 内野　忠 鎌田　昇 岸　通夫 岸　通夫 岸　操 岸　操 松本　正典

小榑　哲夫 小榑　哲夫 内堀　昌二 高橋　達男 上野　文夫 大熊　喜七（清） 大熊　喜七（清） 成瀬　正人

中橋　正則 川崎　金三 石川　元允 氏井　福雄 石川　五夫 池谷　正一 石川　秀夫 松崎　久人

中澤　由男 中澤　由男 森田　勝美 石井　正良 堤　健次 中澤　正至 増田　長五郎 高橋　義明

鎌田　勇一 小倉　安洋 内堀　一夫 岡野　恒彦 中村　光利 中村　光利 中村　林蔵 中村　林蔵

本田　嘉彰 沢田　芳男 肥沼　清 清水　直喜 神谷　精孝 河村　弘章 荒幡　敬嗣（けいじ） 神谷　吉充

矢吹　春一 山田　久雄 吉田　彰 吉田　彰 小田　敏明 小島　宏 丸茂　哲 丸茂　　　哲

関口　嘉一 片海　昭夫 塩野　市五郎 幕田　正市 秋山　忠一 千葉　幸二 渡辺　治男 野崎　祥一

－ － － － － － － -



年度
開始時期
終了時期
相談役

相談役

相談役

相談役

相談役

会計監査

会計監査

会長

副会長

副会長

会計

会計

１区長

２区長

３区長

４区長

５区長

６区長

７区長

８区長

９区長

１０区長

H29～30年度 H31～R2年度
H29.4.1 H31.4.1
H30.3.31 R2.3.31

西川　伍市 鎌田　勇一
4区 6区

鎌田　勇一 岸　　　通夫
6区 2区

吉田　　　彰 渡辺　治男
8区 9区

渡辺　治男 岸　　　　操
9区 2区

岸　　　　操 成瀬　正人
2区 3区

成瀬　正人 中村　林蔵
3区 6区

中村　林蔵 小倉　安洋
6区 6区

野崎　祥一 内堀　　　洋
9区 7区

岸　　　通夫 清水　敏夫
2区 1区

清水　敏夫 高橋　正広

内田　孝治 相馬　　昇

成瀬　正人 石井　　優

石川　重雄 西川　洋一

岸　　光敏 押本　和男

中村　林蔵 内堀八重子

内堀　　　洋 河田　　実

丸茂　　　哲 吉田　　彰

小野　文夫 杉本　　功

- -
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