
3号議案 2022年3月25日改訂

※は新任・変更を示す

会 長 ：※　玉屋　   登 M㉑ 理　事　： 石坂　　 勉 M① K　T　C　役　員、担　当

副 会 長 ：　 谷　   民雄 Ｍ⑱ 杉浦　　 篤 M② ＜顧問＞ 島　　 一雄 P5 谷井　昭雄 PⅡ 永島　忠男 M⑨ 藪　   忠司 M⑫
副島　宗矩 M⑱ 奥田　喜亮 M⑦ ＜副理事長＞ 平田　明男 M⑱
浅野　   等 M㊱ 井上　忠雄 M⑧ ＜理事＞ 白岡　克之 M⑭ 山岡　高士 M⑲
白瀬　敬一 M㉚ 東　 　謙介 M⑨ ＜機関誌編集委員＞ 山岡　高士 M⑲ 浅野　  等 M㊱
尾野　　 守 M㉚ 松本  啓史 M⑨ ＜代議員＞ 井上　忠雄 M⑧ 西村  雅晴 M⑭ 常次  正和 Ｍ⑰ 玉屋　登 M㉑
國光　秀昭 M⑱ 宇田　武一 M⑩ 井宮　敬悟 P⑥ 尾野　   守 M㉚ 浅野　   等 M㊱ 林　公祐 Ｍ㊿

※ 井宮　敬悟 P⑥ 竹内　義治 M⑩ （補欠） 北澤　京介 Ｐ㉒ 伊藤　隆裕 M(53)
井上　幸夫 M㉙ 菅原　孝幸 M⑪

西下　俊明 M⑫ 連　　絡　　会

顧　　　問 ：　 谷井　昭雄 PⅡ 光田　芳弘 M⑫ 白瀬　敬一 M㉚ 浅野　等 M㉚ 林　公祐 M㊿
島　　 一雄 P5 坂頂　武夫 M⑬ ※ 玉屋　登 M㉑ 谷　民雄 Ｍ⑱ 副島　宗矩 M⑱
井上　理文 M② 酒井　善正 M⑭
永島　忠男 M⑨ 白岡　克之 M⑭ 部 会 部　会　長 副部会長 部会員・幹事・監事

藪　   忠司 M⑫ 白石　   皎 M⑭ 総 務 ・ HP 谷　民雄 Ｍ⑱ 白石   　皎 M⑭ 林　   公祐 M㊿
冨田　佳宏 M⑯ 土井　隆雄 M⑭ 河合　孝哉 M㉗ 伊藤　隆裕 M(53)

※ 平田　明男 M⑱ 堀　   英教 M⑮ 財 務 副島　宗矩 M⑱ 高橋　克典 P⑧
野崎　正美 M⑯ 機 関 誌 浅野　等 M㊱ 山岡　高士 M⑲

特別会員代表 ： 浅野　等（専攻長）M㊱ 大和　敏郎 M⑯ 講 演 会 白瀬　敬一 M㉚ 西田　　勇 M(56)
常次　正和　 M⑰ 見 学 会 尾野 守 M㉚ 山村　佳成 M㉛ 藤井　正章 M㉞ 林　   公祐 M㊿

学 内 幹 事 ： 白瀬　敬一 M㉚ 八十川信介 M⑰ 会 員 親 睦 國光　秀昭 M⑱ 菅原　孝幸 M⑪
小嶋　弘行 M⑲ 大和 敏郎 M⑯

監 事 ：　 柄谷　祐司 M⑰ 山岡　高士 M⑲ 柄谷　祐司 M⑰
中野　直和 M⑳ 座 談 会 ※ 井宮　敬悟 P⑥ 浅野　   等 M㊱ 坂頂　武夫 M⑬ 赤対　秀明 M㉘
金井　   清 M㉑ 小嶋　弘行 M⑲ 酒井　善正 M⑭ 林　   公祐 M㊿

［特記事項］ 島津　登志成M㉑ 中野　直和 M⑳ 土井　隆雄 M⑭ 西田　　 勇 M(56)
１．退任される方 多田　幸生 M㉓ ※ 田中　   守 M㉔ 堀　　 英教 M⑮
　江口 隆様 Ｍ㉒ 理事 田中　   守 M㉔ [補佐] 野崎　正美 M⑯

機関誌部会、座談会部会で 河合　孝哉 M㉗ 白瀬　敬一 M㉚ 八十川信介 M⑰
ご活躍いただきました。 前塚   　洋 M㉗ 常次　正和　M⑰ 金井　   清 M㉑

高橋　克典 P⑧ 山岡　高士 M⑲ 島津登志成 M㉑
近藤  和憲 M㉘ ※ 玉屋　   登 M㉑ 多田　幸生 M㉓
赤対　秀明 M㉘ ク ラ ブ 精 密 [代表幹事]
山村　佳成 M㉛ 島　　一雄 P5
藤井　正章 M㉞ 東 京 支 部 井上　幸夫 M㉙ [幹事]
濱田　貴弘 Ｍ㊱ 前塚   　洋 M㉗
細川　茂雄 M㊱ 近藤  和憲 M㉘（会計）
林　   公祐 M㊿ 濱田　貴弘 M㊱
伊藤　隆裕 M(53)
西田　　 勇 M(56)
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特別会員（旧教官・旧教員）　　　　（五十音順） 2022年4月1日改訂
＊ 安達　和彦 河村　庄造 田浦  俊春 藤井　進
＊ 安達　泰治 ＊ 神吉　博 竹中　信幸　 ＊ 藤井　照重
＊ 池田　裕二 木村　雄吉 蔦原　道久 藤居　義和

岩田　一明 ＊ 小寺　忠 妻屋　彰 ＊ 細川　茂雄
岩壷　卓三 ＊ 坂口　忠司 ＊ 冨田　佳宏 ＊ 松田　光正
大倉　和博 佐藤　隆太 中井 善一 村田　英人
大須賀　公一 ＊ 柴坂　敏郎 中川　隆夫 森田　喜保
大矢根　守哉 渋谷　陽二 中川　紀寿 森脇　俊道

＊ 小川　和彦 社本　英二 中島　健 保田　英洋
小坂田　宏造 進藤　明夫 能登　勝久 山根　隆志

＊ 小澤　守 ＊ 杉村　延広 肥爪　彰夫 ジュキ・M・ムレイテイ
川南　剛 鈴木　浩文 平澤　茂樹 シュビニン・M・ミクハイロビッチ

＊印：正会員（神戸高等工業学校・神戸工業専門学校・神戸大学卒業生）


