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【理事⾧】
和田 隆志

【理事】
大川 龍之介 萱場 広之 〆谷 直人 末岡 榮三朗 清宮 正徳 高橋 聡 中山 智祥
萩原 三千男 日高 洋 藤巻 慎一 村上 正巳

【監事】
内海 健 柳原 克紀

【名誉会員】
池田 斉 石井 潤一 磯部 和正 内村 英正 大澤 進 亀井 幸子 栢森 裕三
康 東天 清瀬 闊 桑 克彦 杉浦 哲朗 中井 利昭 野村 文夫 橋本 琢磨
松尾 収二 宮島 栄治 宮地 勇人 村田 満 屋形 稔 山舘 周恒 吉田 浩
渡邉 直樹

【功労会員】
荒木 秀夫 伊藤 喜久 鵜澤 龍一 内田 壱夫 大久保 滋夫 川合 陽子 神辺 眞之
菊池 春人 熊坂 一成 桑島 実 佐守 友博 塩田 晃三 静 怜子 柴田 綾子
下村 弘治 鈴木 悦 関口 光夫 髙橋 和男 高畑 藤也 田窪 孝行 田畑 勝好
土屋 達行 戸塚 実 中谷 中 中原 一彦 登 勉 羽角 安夫 林 正好
菱沼 昭 福田 篤久 本間 優 松田 信義 松永 彰 松原 朱實 松本 祐之
保嶋 実 山崎 家春 山本 慶和 行正 信康 横山 宏 渡辺 清明 渡邊 卓

【社員（評議員）】
淺沼 康一 阿部 正樹 安藤 秀実 池本 敏行 石井 利明 石山 雅大 糸賀 栄
稲田 政則 稲葉 亨 上杉 里枝 上野 智浩 上道 文昭 氏家 真二 及川 仁
大澤 春彦 大谷 慎一 大塚 喜人 大山 正之 岡田 健 岡田 元 奥田 優子
尾鼻 康朗 片岡 浩巳 加藤 隆則 角坂 芳彦 金子 誠 狩野 春艶 上岡 樹生
神山 清志 神田 智之 北川 文彦 木村 聡 木村 茂樹 木村 由美子 清祐 麻紀子
金原 清子 櫛引 健一 久保田 浩 久保田 芽里 久米 幸夫 黒田 雅顕 小柴 賢洋
古田島 伸雄 後藤 慎一 小林 亮 三枝 淳 坂本 秀生 佐藤 伊都子 佐藤 信博
澤部 祐司 篠原 克幸 嶋田 昌司 清水 力 常名 政弘 白井 秀明 新保 敬
末吉 茂雄 菅野 光俊 諏訪部 章 曽川 一幸 曽根 伸治 高柳 美伊子 竹内 啓晃
竹越 一博 竹澤 理子 竹島 秀美 田中 晶子 田中 靖人 土屋 直道 東田 修二
通山 薫 ⾧尾 美紀 中島 康仁 南木 融 西堀 眞弘 西山 有紀子 二瓶 司
乘船 政幸 橋口 照人 春木 宏介 廣瀬 春香 福應 温 藤田 孝 藤本 一満
古川 聡子 古川 泰司 堀田 多恵子 堀内 裕次 前川 真人 前田 育宏 前田 士郎
増田 亜希子 町田 哲男 松井 啓隆 松下 一之 松下 誠 松田 将門 三井田 孝
三浦 ひとみ 三島 清司 三村 智憲 三宅 一徳 三好 雅士 村井 良精 盛田 俊介
森本 徳仁 森本 誠 矢冨 裕 矢野 彰三 山内 一由 山口 忠幸 山﨑 真一
山崎 浩和 山崎 正晴 山下 計太 山田 修 山田 俊幸 山中 茂雄 山本 裕之
湯地 晃一郎 横崎 典哉 横田 浩充 吉田 俊彦 吉田 博 米澤 仁 米田 孝司
和田 哲 渡邉 真博


