
ご寄附いただいた皆様 
 
先般，「創立 125 周年記念事業に関する寄付金の使用に関する規定」に依り，すべての会員の皆様へご

寄付のご案内を差し上げましたところ，事業維持員 77 社，会員 469 名の皆様より総額 32,730,000 円の

ご厚意を賜りましたことをご報告いたすとともに、心より御礼申し上げます。頂戴した寄付金につきま

しては，目的のとおり学会事業運営の拡充と会員サービス向上を図るための諸事業に取り組んで参る所

存です。 
今回ご寄付をいただいた皆様のご芳名を御礼を込め，ここに掲載させていただきます。 
 
【事業維持員】 
ＩＨＩ 住友共同電力 東北電気保安協会 

愛知電機 住友スリーエム トーエネック 

旭テックＴＤＭ 住友電気工業 トクデン 

アンリツ 正興電機製作所 トヨタ自動車 

宇都宮電機製作所 ダイキン工業 西日本旅客鉄道 

エネルギア・コミュニケーションズ ダイヘン ニシム電子工業 

オ−ム社 玉川製作所 日新電機 

沖縄電力 中國計器工業 （一社）日本電機工業会 

音羽電機工業 中国電力 日本ガイシ 

カシオ計算機 中電技術コンサルタント 日本貨物鉄道 

関電工 中電工 日本工営 

関東電気保安協会 中電シーティーアイ 日本放送協会 放送技術研究所 

北芝電機 中電プラント 東日本旅客鉄道 

京三製作所 中部電気保安協会 日立製作所 

埼玉配電工事 中部電力 日立金属株式会社 

サンコーシヤ TLC 日立産機システム 

三社電機製作所 TC パワーライン 富士電機 

三美印刷 電気安全環境研究所 北電テクノサービス 

ジェイ・パワー・システムズ 電気書院 北陸電力 

四国計測工業 電源開発 マキタ 

四国電力 東京電設サービス 三菱電機コントロールソフトウェア 

四電エンジニアリング 東京配電工事 三菱電機 

昭和電業 東芝 明電舎 

昭和電線ケーブルシステム 東芝システムテクノロジー 矢崎エナジーシステム 

信越エンジニアリング 東芝三菱電機産業システム ユアテック 

新電元工業   

（五十音順 敬称略） 

ご芳名の掲載ご辞退 1 社 

平成 25 年 12 月 31 日現在 



 
【会員】 

青木   睦 内田 喜之 金山  寛 佐竹 康秀 高田 和之 中原 恒雄 深田 達雄 宮田 明則 

青嶋 義晴 内林 智行 神本 勝巳 佐藤 正弘 高野 明夫 中本 哲哉 深田 正雄 宮原  昭 

赤木 泰文 海田 英俊 神谷 武志 佐藤 隆三 髙野登志裕 中山 忠晴 福井 幸博 宮原 照人 

赤﨑  勇 梅田 繁樹 神山 健三 沢  邦彦 高野 富裕 故中野道夫 福井 千尋 虫明 康人 

赤﨑 正則 海老原大樹 茅  陽一 塩原 亮一 高野 幹男 長﨑 昌司 福田  隆 村岡  隆 

明石 幸雄 遠藤 奎将 川上 直衛 鴫山桂五郎 高羽 禎雄 永津 貴大 福永 定夫 村上 慶一 

秋月 影雄 大石 洋見 川島 道男 志関 誠男 高萩 隆司 七原 俊也 福山 良和 村上 忠雄 

浅井  功 大木 義路 川本 成志 篠田  度 髙橋 典義 難波江 章 藤波 秀雄 毛利  宏 

浅村  皓 大来 雄二 川本 俊治 篠原 己抜 髙柳 誠一 奈良 宏一 藤森 和雄 茂出木敏雄

新井 是男 大久保 仁 河津譽四男 篠原 勝次 宅間  董 西  政隆 藤原 俊輔 元木  誠 

荒井 純一 大崎 博之 河原 春郎 渋谷 義一 竹内  昭 西方 正司 藤原  修 百瀬 信正 

新田目倖造 大島 輝夫 河辺 公一 嶋田 紘一 竹島 尚弘 西田 誠夫 布田  仁 森  詳介 

安生晃一郎 大附 辰夫 河村 篤男 島田 敏男 竹田  稔 西塚 晶彦 舩橋 誠壽 森  一之 

安藤 詔生 大坪 重遠 河村 達雄 清水 昭二 竹野 辰哉 西原 正弘 古川満智雄 森   保 

五十嵐 惇 大西 和夫 貫洞 正明 清水  司 竹原  淳 西村 尚和 朴木 雅喜 森井 金次 

五十嵐貞之 大西 徳生 菊池 正博 清水 孝亮 武田 康嗣 錦織 昭峰 星  忠久 森安 正司 

生野 浩正 大野 榮一 喜古俊一郎 清水 良夫 多田隈 進 錦織 康男 星野  勉 守屋 一成 

池内 大典 大場 佳文 岸田 芳夫 下妻 光夫 立花 全浩 仁田 旦三 細川 省一 諸岡 泰男 

池原  毅 大森 豊明 木村 軍司 庄司  忠 田中  孝 二宮  保 堀  洋一 八杉 博久 

生駒 昌夫 大山 和伸 國岡 昭夫 白井 五郎 田中 祀捷 根津 和雄 堀  孝正 柳原 隆司 

伊佐  弘 大和 玄一 熊谷  鋭 白川 晋吾 谷内 利明 野口  剛 堀内 長之 矢野 昌雄 

石川  栄 太田 四郎 倉持 龍一 神出  亨 谷口  元 野崎 昌弘 堀野 孝之 矢部 五郎 

石川 赴夫 太田 宏次 栗原 郁夫 新藤 孝敏 谷口 勝則 野田 正信 間内  透 山口 高司 

石川 文雄 岡  久雄 黒澤 広司 進藤 重喜 種市  健 林田  弘 前田 武光 山地 幸司 

石坂 匡史 岡  範彦 毛塚 博史 末松 安晴 玉井 伸三 萩野 昭夫 前田 敏博 山下 隆司 

石田 篤志 岡田 育夫 小池龍太郎 菅野 卓雄 田村  滋 白銀 隆之 松浦 昌則 山城  迪 

泉井 良夫 岡田 昌丈 小島  孝 菅ノ又伸治 為汲 一彦 橋口  原 松岡 秀夫 山田 郁夫 

伊瀬 敏史 岡部 安三 古関庄一郎 助川 孝吉 千葉 政邦 長谷 良秀 松岡 良輔 山田 照馬 

磯田 賢一 小笠原浩一 児玉 昭男 鈴木 穎二 津久井 勤 長谷川 淳 松瀨 貢規 山田 順幹 

磯部 昭二 小川 俊彦 後藤 益雄 鈴木 俊男 土屋 幸男 長谷川達朗 松田 武彦 山中千代衛

市川弥生次 小野 昭一 小西 洋三 鈴木 敏夫 鶴島 稔夫 長谷川正彦 松原 一郎 山本 信雄 

一柳 勝宏 小野 進悦 小林  毅 鈴木 正昭 寺嶋 正之 服部 周三 松村 文夫 山本 喜万 

伊藤 二朗 荻原 義也 小林  凱 住吉 幹夫 手塚信一郎 花岡虎之助 松本 栄寿 山本 恵一 

伊藤 正弘 奥山 雅則 小林 真司 瀬尾 和男 寺井 清寿 濱田 敏克 松本  聡 油谷 俊治 

稲村 正博 尾崎 勇造 小林 春洋 関口  隆 田 隆吉 早川 恭平 松本駿次郎 横山 明彦 

井上 誠二 尾崎 隆之 小林三佐夫 関根 泰次 天願 友一 林  守康 真鍋 静夫 吉岡 芳夫 

井上 広士 尾出 和也 斎藤 奎二 関根 幸平 土井美和子 原  雅則 三浦 良和 吉野 輝雄 



井上 満夫 長田  正 斉藤 真一 関根 好文 土井 義宏 原  築志 三浦  宏 吉村 篤雄 

今城 尚久 開沼  啓 斎藤 雄一 瀬口 忠男 徳田 正満 原島 文雄 三木 一郎 吉本与之助

伊与田 功 梶谷 定之 酒井 祐之 芹澤 善積 友井  達 原田 達哉 三國 俊晴 四元 勝一 

岩井  弘 梶原 寿了 佐方  濶 曽根 光男 豊田 淳一 春田  修 三澤 顕次 脇若 弘之 

岩崎 俊一 春日 智惠 坂田 武彦 田井 一郎 豊田  充 樋笠 博正 三森 定道 和田 義雄 

上田 睆亮 片岡 康夫 作井 正昭 高木  浩 内藤 雄順 東口  實 宮内 ミナミ 渡辺 靖明 

上野 秀樹 勝間 忠司 作田 幸憲 高城 秀雄 長柄  勲 日髙 邦彦 宮崎 二保 渡邉 一衛 

上原 秀雄 桂井  誠 柵山 正樹 髙木  勲 中尾 正昭 平井 洋武 宮崎 和彦 渡辺 政義 

植田 正紀 加藤 隆夫 佐々木三郎 髙木 浩一 中川 聡子 平石  了 宮地  巌 渡辺 雅浩 

植田  勇 門脇 誉雄 佐々木孝友 高倉  敦 中坪 敏爾 平澤 邦夫 宮下  收  

臼田誠次郎 金田 彌吉 佐々木 堂 高砂 常義 中野 芳和 平塚 強一  

（五十音順 敬称略） 

ご芳名の掲載ご辞退 88 名 

平成 25 年 12 月 31 日現在 


