
（※印のついている幹事は役員組織＜副部長＞の役職のある方です。）

安島　浩二 北村　幸一 原田　勲
（阪急阪神ホテルズ） （茨木高原カンツリー倶楽部） （ホテルモントレ大阪）

○※朝田　実 ○木下　靖 ※平間　基文
（都シティ大阪天王寺ホテル） （阪急阪神ホテルズ） （ヒルトン大阪)

井口　尚士 黒木　次夫 福岡　勉
（西洋料理　いまとむかし） （京阪レストラン） （リーガロイヤルホテル）

池田　誠司 小池　潔 藤本　卓司
（リーガロイヤルホテル） （ホテル大阪ガーデンパレス） （ヒルトン大阪)

石原　弘喜 ※幸野　江利子 増田　博
（ホテル京阪京橋） （ヒルトン大阪) （一般社団法人イエローリボン　理事長）

市原　益夫 ※兒玉　和義 松原　浩一
（リーガロイヤルホテル） （阪急阪神ホテルズ） （ホテルニューオータニ大阪）

※有働　昭雄 佐々木　新大朗 ○※室　義治
（阪急阪神ホテルズ） （リゾートトラスト） （ANAクラウンプラザホテル大阪）

太田　政道 ※佐々木　剛 森下　豊
（ホテル平安の森京都） （阪急阪神ホテルズ） （大阪あべの辻調理師専門学校）

○大平　俊之 新谷　弥寿雄 山浦　公久
（ホテルグランヴィア大阪） （阪急阪神ホテルズ） (夢s)

緒方　広宣 十河　広 山根　康道
（ユー・エス・ジェイ） （エデンダイニング） （個人会員）

沖　忠浩 田中　慎哉 柚田　勝士
（大阪成蹊短期大学） （ヒルトン大阪） （阪急阪神ホテルズ）

※小倉　尚 ○※田中　正浩 横町　祐一
（阪急阪神ホテルズ） （リーガロイヤルホテル） （リーガロイヤルホテル）

小原　健司 谷　和政 鷲見　秀樹
（阪急阪神ホテルズ） （個人会員） （ヒルトン大阪)

○※川口　敏也 ○辻　雅生 ○和田　安弘
（ホテル阪神） （ヒルトン大阪） （KKRホテル）

河波　二郎 ※德田　泰子
（阪急阪神ホテルズ） （ヘルシーオフィスフー）

○大花　昇 ○西山　浩樹
(㈱ダイナック) （阪急阪神ホテルズ）

城﨑　将充 橋本　正樹
（エル・ポニエンテ） （ＷＯＯＤ　ＶＩＬＬＡＧＥ）

現行幹事38名　新任幹事10名
（○印が新任）　 計48名

一般社団法人　全日本司厨士協会
関西地方本部　大阪府本部

令和元年度

幹事・運営委員



大阪府本部 関西地方本部 総本部 社名

会長・代表理事 副会長 代議員 濵田　勉

理事長・常任理事・会員増強委員長 常任理事・監事 代議員 岡﨑　敏雄 シレスト室戸　料理長

副会長・東支部長・常任理事・会員増強委員長 常任理事 代議員 久松　幸彦 ㈱近鉄・都ホテルズ　取締役統括総料理長

副会長・西支部長・常任理事・会員増強委員長 常任理事 代議員 瀨口　伸 リーガロイヤルホテル　調理部付　料理長

副会長・南支部長・常任理事・会員増強委員長 常任理事 代議員 矢間　雄二 ホテルモントレ㈱　常務取締役　総料理長

副会長・北支部長・常任理事・会員増強委員長 常任理事 代議員 山下　堅二 エルミタージュラサ合同会社　代表

監事 谷　憲一 T-eizi

監事 木幡　久也 大阪あべの辻調理師専門学校　教授

参与 夷　隆志 大阪調理・製菓専門学校

特別顧問 宮川　榮治 ANAクラウンプラザホテル京都　相談役

相談役 並松　健一 ル・ポンド・シェル

相談役 浦野　敏一 ホテルアゴーラリージェンシー堺　総料理長

相談役 原　和人 静環検査センター　大阪支店顧問

事務局長・常任理事・会員増強委員長 理事 評議員 杉山　忍 大阪あべの辻調理師専門学校　技術顧問

財務・総務部部長・常任理事・会員増強委員 理事 評議員 小西　由企夫 エル・ポニエンテ　代表取締役

財務・総務部副部長・理事・会員増強委員 島田　佳明 アートホテル大阪ベイタワー

財務・総務部副部長・理事・会員増強委員 山根　啓行 株式会社ユー・エス・ジェイ

財務・総務部副部長・幹事・会員増強委員 小倉　尚 ㈱阪急阪神ホテルズ　京都新阪急ホテル　調理長

企画部部長・常任理事・会員増強委員 理事 分林　眞人 大阪あべの辻調理師専門学校　教授

企画部副部長・理事・会員増強委員 評議員 橋本　徹 ㈱近鉄・都ホテルズシェラトン都ホテル大阪総料理長

企画部副部長・理事・会員増強委員 吉田　博人 スイスホテル南海大阪

企画部副部長・幹事・会員増強委員 朝田　実 ㈱近鉄・都ホテルズ　都シティホテル天王寺大阪　宴会料理シェフ

事業部部長・常任理事・会員増強委員 理事 評議員 津田　和哉 リーガロイヤルホテル　副総料理長兼調理部長

事業部副部長・理事・会員増強委員 理事 評議員 北山　良平 阪急阪神ホテルズ　執行役員　総料理長

事業部副部長・理事・会員増強委員 平通　利彦 リーガロイヤルホテル　リモネ　シェフ

事業部副部長・理事・会員増強委員 檜本　幸洋 阪急阪神ホテルズ　ホテル阪急インターナショナル　専任シェフ

事業部副部長・幹事・会員増強委員 原田　勲 ホテルモントレ大阪

組織部部長・常任理事・会員増強委員 佐々木　裕之 ホテルグランヴィア大阪　総料理長

組織部副部長・理事・会員増強委員 藤村　英二 阪急阪神ホテルズ　大阪新阪急ホテル　専任シェフ

組織部副部長・理事・会員増強委員 藤木　馨人 ホテルクラウンパレス神戸　調理長

組織部副部長・幹事・会員増強委員 川口敏也 ㈱阪急阪神ホテルズ　ホテル阪神

渉外部部長・常任理事・会員増強委員 理事 代議員 大浦　和之 ヒルトン大阪　

渉外部副部長・理事・会員増強委員 理事 代議員 太田　昌利 リーガロイヤルホテル　執行役員　統括総料理長

渉外部副部長・理事・会員増強委員 細屋　有生 株式会社ダイナック　TOP３０　調理担当課長

渉外部副部長・理事・会員増強委員 成田　哲也 リーガロイヤルホテル

文化事業部部長・常任理事・会員増強委員 理事 平田　毅 ANAクラウンプラザホテル大阪　宴会調理長

文化事業部副部長・理事・会員増強委員 小西　太郎 ㈱ホテル日航大阪　宴会調理　料理長

文化事業部副部長・幹事・会員増強委員 室　義治 ANAクラウンプラザホテル大阪　宴会調理　スーシェフ

文化事業部副部長・理事・会員増強委員 理事 杉田　博幸 株式会社　正木牧場

氷彫刻副部長・幹事・会員増強委員 兒玉　和義 阪急阪神ホテルズ　大阪新阪急ホテル　料理特別顧問

氷彫刻副部長・幹事・会員増強委員 佐々木　剛 阪急阪神ホテルズ　大阪新阪急ホテル　調理長

氷彫刻副部長・幹事・会員増強委員 有働　昭雄 阪急阪神ホテルズ　宝塚ホテル　調理長

関西地方本部大阪府本部

令和元年度
社団法人　全日本司厨士協会



技術研究部部長・常任理事・会員増強委員 理事 評議員 塚本　三十志 阪急阪神ホテルズ　料理特別顧問

技術研究部副部長・理事・会員増強委員 西尾　智治 辻学園調理・製菓専門学校　西洋料理教授

技術研究部副部長・理事・会員増強委員 松村　容次 辻調グループ　エコール辻大阪　教授

フランス料理コンクール指導担当・理事・会員増強委員 豊田　光浩 リーガロイヤルホテル　レストラン料理長

食材勉強会担当・理事・会員増強委員 柏木　健一 ホテルグランヴィア大阪　料理長

会計部部長・常任理事・会員増強委員 理事 代議員 奥井　範夫 ANAクラウンプラザホテル大阪　HACCPマネジャー

会計部副部長・理事・会員増強委員 石川　一男 ㈱クローヴ・イシカワ　代表取締役

会計部副部長・理事・会員増強委員 平山　忠行 交野カントリー倶楽部　取締役料理長

厚生部部長・常任理事・会員増強委員 理事 代議員 石束　拓夫 ㈱ユー・エス・ジェイ　エグゼクティブシェフ

厚生部副部長・理事・会員増強委員 評議員 江上　淳一 ㈱ユー・エス・ジェイ　セントラルキッチンシェフ

厚生部副部長・理事・会員増強委員 理事 宮脇　啓行 リーガロイヤルホテル　調理部付料理長

厚生部副部長・幹事・会員増強委員 田中　正浩 リーガロイヤルホテル　宴会料理長

人事青年部部長・常任理事・会員増強委員 理事 評議員 福本　葉二 洋食FUKUMOTO　代表取締役

人事青年部副部長・理事・会員増強委員 理事 評議員 小西　信明 ホテル　ラ・スイート神戸

人事青年部副部長・理事・会員増強委員 山本　壽 ㈱大阪東急ホテル　ヴィアーレ大阪

人事青年部副部長・幹事・会員増強委員 平間　基文 ヒルトン大阪　

女性部部長・常任理事・会員増強委員 理事 評議員 山本　一恵 ㈱大阪ガスクッキングスクール　メニュー開発室　統括プロデューサー

女性部副部長・幹事・会員増強委員 德田　泰子 ㈱ヘルシーオフィスフー　代表取締役

女性部副部長・幹事・会員増強委員 幸野　江利子 ヒルトン大阪　


