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日乗連第32期定時総会報告 
 

9月16･17日に第32期定時総会を開催し、＊31期総括、＊32期方針、＊31期決算、＊32期予算、＊32期  

役員選出、などについて活発な議論の後、全て満場一致で決議しました。また、定款の内容の一

部変更についても満場一致で可決されました。上記議案につきましては、後日配布される総会パ

ンフレットをご参照下さい。以下に新役員を紹介させて頂きますと共に、今後とも、日乗連の諸

活動へのより一層のご理解・ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

日乗連第32期役員の紹介 
 

議長 代表理事 山﨑 秀樹 （日航機長組合） 

議長代行 代表理事 石山   勉  （日航機長組合） 

副議長 理事 吉村   淳  （全日空乗組） 

副議長  理事 岡田  哲弥 （全日空乗組） 

副議長  理事 海老塚 俊彦（日本ｴｱｺﾐｭｰﾀｰ乗組） 

副議長 理事 森本 大輔 （日本航空ｼﾞｬﾊﾟﾝ乗組） 

副議長 理事 中崎 正彦 （日航乗組） 

副議長（会計担当）  理事 楠本  剛志 （日航機長組合） 

事務局長 理事 藤田  素久 （全日空乗組） 

事務局次長  沖野 芳武 （日航機長組合） 

事務局次長  山﨑  一行 （日航機長組合） 

事務局次長  高本  孝一 （日航機長組合） 

事務局次長 理事 矢島 秋仁 （日航機長組合） 

事務局次長  稲葉  憲一 （日航乗組） 

事務局次長 理事 弥栄  辰哉 （日航乗組） 

事務局次長 理事  原  文美 （全日空乗組） 

事務局次長  牛草  祐二 （全日空乗組） 

事務局次長   嶋   望海  （日本航空ｼﾞｬﾊﾟﾝ乗組） 

   

IFALPA Director 理事 石山   勉   （日航機長組合） 

Technical Director 理事 中西  高則 （日航機長組合） 



 

Accident Analysis and Prevention 委員長 理事 舘野  洋彰 （日本航空ｼﾞｬﾊﾟﾝ乗組） 

Aircraft Design and Operation 委員長 理事 吉村  淳  （全日空乗組） 

Aerodrome Ground Environment 委員長 理事 中崎 正彦 （日航乗組） 

Air Traffic Services 委員長 理事 溝添  勉  （日航乗組） 

Dangerous Goods 委員長 理事 中西  高則 （日航機長組合） 

Flight Engineer 委員長 理事 馬場 俊典 （全日空乗組） 

Human Performance 委員長 理事 谷田  邦彦 （全日空乗組） 

Industrial 委員長  理事 長澤 利一 （日本航空ｼﾞｬﾊﾟﾝ乗組） 

Legal 委員長 理事 和田 朋亮 （全日空乗組） 

Security 委員長 理事 丸山 正樹 （全日空乗組） 

Regional Aviation 委員長 理事 中島  信介 （ｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝ乗組） 

IT 委員長  山﨑  一行 （日航機長組合） 

   

監事  梅津  浩  （全日空乗組） 

監事  城戸 圭介 （日航乗組） 

   

 幹事 小川 洋平 （日航乗組） 

 幹事 飯尾  淨  （全日空乗組） 

 幹事 福原  達  （日本航空ジャパン乗組） 

 幹事 郡山 大作 （日本ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ航空乗組） 

 幹事 菅野 佳則 （ｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝ乗組） 

 幹事 永野 英治  （日本ｴｱｺﾐｭｰﾀｰ乗組） 

 幹事 清田  均  （日航機長組合） 

 幹事 牧野 謙二 （日航先任組合） 

 幹事  秀  武治 （琉球ｴｱｺﾐｭｰﾀｰ乗組） 

 幹事 三谷 良一 （ｴｱｰｾﾝﾄﾗﾙ乗組） 

 幹事 田中  洋  （ｵﾘｴﾝﾀﾙｴｱﾌﾞﾘｯｼﾞ乗組）ﾞ 

 幹事 猿渡 一哉  （ｼﾞｬﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ乗組） 

 幹事 川添 健也 （北海道ｴｱｼｽﾃﾑ乗組） 

 幹事 矢澤 大祐  （ｴｱｰﾆｯﾎﾟﾝﾈｯﾄﾜｰｸ乗組） 

 幹事 大川  淳  （ｼﾞｪｲｴｱ乗組） 

 幹事 内村  優  （ｴｱｰﾈｸｽﾄ乗員組合） 

 幹事 山口 政一 （ｽﾀｰﾌﾗｲﾔｰ乗員組合） 

 幹事 高木  豊  （ｽｶｲﾏｰｸ乗員組合） 

 


