
■ 小林 永典 （こばやし ひさのり）
理事長

①O型　②ゴルフ
③こんにちは。（公社）行田青年会議所 理事長
の小林永典と申します。仕事は造園業を営んで
おります。よろしくお願い致します。
④人脈作りと仕事のため、入会理由は仕事でし
たが活動を続けていくうえで、もっと大切なもの
を学びました。

■ 新井 雅也 （あらい まさや）
副理事長

①AB型　②野球、音楽、BBQ
③行田市で解体工事業を行っています。見た目の通りの食い
しん坊なので常に飢えています。美味しい店情報があれば
教えて下さい。
④会社の上司がこの会のOBであり、従業員という立場で入
会させてもらいました。会社の代表や、役職のある人が入
る会だと思われがちですが、そうではなく、楽しい事が好

きであればOKだと思いますので、一緒
に騒げる人を探しています。

■ 小林　亘 （こばやし わたる）
監事

①A型
②漫画、アニメ
③小林ビルトで働いています。建設業で機械に
乗って掘削や、コンクリートを打設する仕事をし
ています。
④自分の勉強と、知り合いが増えるかなと思っ
た為。

■ 長谷部 朝也 （はせべ ともや）
監事

①A型
②釣り、ゴルフ、バイク
③今年でJC10年目！10年で体重25キロ増。23
才で独立し足場屋を営んでいます。
④「とりあえず名前書いて」がきっかけで自分に
とって成長になればと思って入った。

■ 小林 直人 （こばやし なおと）
副理事長

①B型
②サッカー
③熊谷市で保険屋を営んでいる小林直人です。
④JCに入会したキッカケは、赤羽先輩より異業
種交流会があるから来てみなよと言われ参加し
たのがキッカケです。ちなみに大河原海斗君が
拡大委員長の時に縁あって入会しました。

■ 中澤 俊裕 （なかざわ しゅんすけ）
副理事長

①O型　②読書
③中澤俊裕です。30歳独身です。
好きなことは読書です。読む本は小説でも学術書で
も経済紙でもサブカルでも何でも好きです。よろしく
お願いします。
④大学卒業後に行田市に来て、知り合いがいなかっ
たことから行田市内で繋がりが増えると思い入会しま
した。

■ 加村 行則 （かむら ゆきのり）
専務理事

①A型　②キャンプ、子供と遊ぶこと
③初めまして。加村行則と申します。仕事は、行田
で福祉事業として、障がい者の方向けの就労支援事
業をしております。家族は、妻と子供2人の4人家族
です。色々な方と関わっていきたいと思いますので、
よろしくお願い致します。
④行田で事業を始めて、人脈を作りたかった。拡大
の方に考え方が変わると言われたこと。

■ 塚本　良 （つかもと りょう）
60周年事業実行委員会 事業実行委員長

①O型
②バイク、サーフィン、旅行
③行田一の減らず口とは俺の事、口の悪さと
ハッタリだけでのし上がる小さな巨人こと塚本良
です。
④仕事が欲しくて。

■ 塩田 和彦 （しおだ かずひこ）
会員拡大・研修委員会 委員長

①B型
②ゴルフ
③行田市桜町で串焼和を経営しています。今回
の例会を設営させてもらいました。
④同級生の魚豊さんの橋本君の勧めで入会しま
した。彼の頼みなので断れなかった…。

■ 大河原 海斗 （おおかわら かいと）
会員拡大・研修委員会 副委員長

①O型
②サッカー
③市内で幼稚園の園長をしています。一度会っ
たら忘れられない（クレヨンしんちゃんの園長）
ように生きていきます。組長先生と呼んでくだ
さい。
④行田市に移住し、知人がいなかった為です。

■ 大谷 祐一 （おおや ゆういち）
60周年式典実行委員会 式典実行委員長

①B型
②ドライブ
③行田市在住、三共印刷に勤務。家族構成は妻
と小学3年生と幼稚園年少の子ども。
④市内の同年代のかたと知り合いたかったので
入会しました。

■ 徳田 歩樹 （とくだ あゆき）
60周年式典実行委員会 式典実行副委員長
①AB型
②ドライブ
③徳田歩樹です。福祉関係の仕事をしています。
血液型はABで、趣味はドライブです。よろしく
お願いします。
④小川智右先輩からの紹介です。

■ 仁平 悟史 （にひら さとし）
直前理事長

①B型　②YouTube鑑賞、スポーツ鑑賞、暖かい季節には
筋トレ　③㈲仁平商店　自称専務取締役。妻・恵梨佳、娘・
帆南と仲睦まじく暮らしています。青年会議所には23歳で入
会し、今年でなんと15年目。人生のほぼ半分の時間をJCに
身を置いています。
④青年会議所に入会したきっかけは、社長の祭り仲間がJC
にいて、仁平商店に入って間もなく拡大しに来てくれたこと。
特に青年会議所になにかを求めていたというわけではありま
せんでした。入会理由は、俗に言う「なんとなく」です。

■ 神田 直起 （かんだ なおき）
60周年事業実行委員会 事業実行副委員長
①O型　②サッカー、フットサル、ゴルフ以外のスポーツ　③今年度は
60周年事業実行委員会のメンバーとして、新時代を生き抜く次世代が
輝く未来のために塚本委員長の掲げる All for one ～勇気を次世代へ
受け渡し未来を変える～をテーマに地域と共に運動を行って参りますの
で、よろしくお願い致します。
④私が20代後半の頃から拡大対象として声をかけて頂いており、子ど
もたちをキャンプに連れていく事業などには興味がありましたが、当時
は仕事に追われ余裕がなかったことや、青年会議所にはどんな人がい
るのかも分からなかったため、入会を見送っておりましたが、その後た
またま仕事で行き会った小川智右先輩に声をかけて頂き、その時に入
会したいという思いに変わりました。

60周年式典実行委員会①

60周年式典実行委員会②

60周年事業実行委員会②

60周年事業実行委員会①

小林理事長・長谷部監事・小林監事

小林理事長

理事会風景

私たちが
行田JCだよ!!
①血液型　②趣味・好きなもの　③自己紹介　④入会理由
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■ 酒井 惇一郎 （さかい じゅんいちろう）
会員拡大・研修委員会 委員

①A型
②モータースポーツ、簡単に言うと暇つぶし
③右投げ右打ち主に外野、好きな動物は猫、好
きな飲み物はビール、チューハイ、日曜の休み
はほぼ仕事をして、たまにバーベキューしていま
す。ゴルフのお誘いなら平日が希望です。
④女性と別れ、自分の時間があったためです。

■ 中村 能明 （なかむら のぶあき）
会員拡大・研修委員会 委員

①O型
②映画鑑賞
③人見知りですが、声をかけてもらえると嬉しい
です。
④先輩に誘われて付き合いで入りました。

■ 長島 正和 （ながしま まさかず）
会員拡大・研修委員会 委員

①O型
②音楽、自動車、アニメ
③行田で空調関連の仕事をしております。猫が
大好きです。
④お世話になっている人から勧められ、ネットで
調べました。

■ 植松　瞬 （うえまつ しゅん）
新入会員／会員拡大・研修委員会 委員

①A型　②海外ドラマ
③行田市桜町でかもんと言う飲食店をしており
ます。出身は群馬県ですが、6年前に店長の役
職をいただいたときに行田市に引っ越してきま
した。
④行田市というところを深く知らない部分があり
知ってみたいと思い入会しました。

■ 大野 泰希 （おおの ひろき）
総務・広報委員会 委員長

①A型
②スポーツジム、格闘技系ユーチューブ視聴、アニメ、漫画
③2022年度、総務・広報委員会委員長の大野泰希です。
インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、ユーチューブ
の登録、高評価、どうぞよろしくお願い致します! 各事業の
後にはアンケートをとっていますので是非アクセスしてくだ
さい！  「挑戦をしないと成功は絶対にない。」
④言いたいことも言えないこんな世の中を変えるため。（ポ
イズン）

■ 中田 竹之 （なかた たけゆき）
新入会員／会員拡大・研修委員会 委員

①B型
②仕事、野球、フットサル（サッカー）
③とにかく仕事が本当に大好きです。そんな私
は、車屋…中田自動車をやっております。
④塩田さんからお話を聞く中で、今だと思い加
入致しました。

■ 児玉　峰 （こだま たかし）
総務・広報委員会 副委員長

①A型　②野球
③小学生から高校まで勉強もせず、野球ばかり
やっていました。そのため、字を読むこと、書く
ことが嫌いです。現在、タツミ圧接有限会社に
所属しています。家族構成は、妻、かわいい男
の子3人の5人家族です。
④知人の紹介。

■ 島﨑 充功 （しまざき みつのり）
総務・広報委員会 副委員長

①AB型
②歴史関連の読書、ゴルフ
③材木屋で働いています。地元の埼玉県の木材
をハウスビルダーさんに納品してい
ます。安心な家づくりのお手伝いを
出来るよう頑張ります。
④見識を広げるため。

■ 木口 謙太郎 （きぐち けんたろう）
総務・広報委員会 委員

①O型
②読書
③結婚を機に行田市に引っ越してきました。行田
市民の歴は浅いですがよろしくお願いします。
④JCに入っていた方からの熱心な勧誘を受けま
した。

■ 田中 佑紀 （たなか ゆうき）
総務・広報委員会 委員

①A型
②スマホゲーム
③自動車販売業を営んでおります。
④人脈を広げるため。

■ 吉田 江利 （よしだ えり）
総務・広報委員会 委員

①A型
②読書、BTS
③行田に来て12年目、神奈川県横浜市出身の2
児の母で、本業は宗教家です。
④柿沼さんにお会いした際に、入会を勧められ
て入りました。（つまり人に紹介されて入りまし
た。）

■ 間宮 恭兵 （まみや きょうへい）
新入会員／会員拡大・研修委員会 委員

①B型
②お酒を飲むこと、ゴルフ
③三協通信の間宮恭兵と申します。
基本的に群馬県を拠点に電話工事をしています。
④塩田さんの話を聞いて、今後の僕の為に必ず
なる場所だなと思い、行田青年会議所に入らせ
ていただきました。

■ 丸山 哲生 （まるやま てつお）
新入会員／会員拡大・研修委員会 委員

①A型　②魚釣り、バイク、ゲーム
③理容室の4代目です。14年の修行を経て5年前に
行田へ帰って来ました。仕事、趣味、子育てに日々
奮闘しています。よろしくお願いします。
④自身の住む街づくりに少しでも携わってみたいと
思ったからです。また、しばらく離れていた故郷を今
までと違う視点からも、より深く知りたいと思ったか
らです。

新入会員の丸山君

じゃがいも部会総務・広報委員会会員拡大・研修委員会

■ 橋本 兼一 （はしもと たかいち）
会員拡大・研修委員会 副委員長

①O型
②麻雀
③橋本です。うなぎ屋 魚豊の7代目をやらせて
もらっています。3人の子育てに悪戦苦
闘中です。よろしくお願いいたします。
④仕事に繋がると思ったから入会しま
した。
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