
「ご寄付」に対する御礼 
 

先般，「寄付の受入れと運用に関する取扱い内規」に依り，年会費のお支払いに合わせ，ご寄付のご案内を

すべての会員の皆様へ差し上げましたところ，平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日現在で，483 名の

皆様より合計 3,285,200 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，今後の学会活動や事業に対し有効に活用させていただく所存です。 
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。 
なお，ご芳名の掲載をご辞退された皆様が 141 名おいでになりましたことを申し添えさせていただきます。 

相田 義一 瓜生 芳久 河辺 公一 佐藤 和夫 高倉 敦 中野 光昭 廣瀬 光利 村岡 隆 

秋月 影雄 榎本 治 川本 俊治 佐藤 賢 高田 和之 中野 善之 福島 透 村田 幸雄 

秋山 哲夫 遠藤 桓 菊地 幸司 佐藤 洋 高橋 明遠 那須 利雄 福原 稔 村野 稔 

浅井 功 遠藤 徹 菊池 孝 佐藤 正弘 高橋 淳 奈良 宏一 藤掛 和男 毛利 佳之 

浅井 義久 大井 正 岸 章夫 佐藤 康宏 高橋 信夫 成田 憲治 藤原 俊輔 百瀬 信正 

浅野 善弘 大来 雄二 木下 繁則 佐藤 雄治 高橋 身佳 成田 正 藤原 昇 森 保 

浅野 敏郎 大境 彰 木俣 政孝 佐藤 隆三 多賀谷 昭治 成田 裕一 布田 仁 森下 陽平 

浅羽 義勝 大島 輝夫 木邑 信夫 塩野 政昭 高柳 利男 西尾 兼光 古川 一彌 諸岡 泰男 

油谷 俊治 大西 和夫 桐山 富雄 塩原 亮一 宅間 董 西川 尚男 古川 春雄 焼田 章 

天野 竜之 大西 徳生 金原 和夫 志賀 悟 武内 良三 西台 惇 細川 正男 八尾 勉 

荒 克之 大橋 康二 金原 節朗 篠原 勝次 武田 洋次 西塚 晶彦 堀 郁夫 柳 武彦 

荒井 純一 大見 俊一郎 久慈 博 芝 則之 竹村 聡司 西村 信一郎 前原 八寿之 矢野 昌雄 

新田目倖造 大薮 多可志 久保 隆生 芝田 昌児 武安 義光 西村 尚和 真壁 輝男 山岡 嘉男 

有松 長徳 岡 範彦 久保田 哲 柴谷 浩二 田中 幸二 仁田 旦三 牧 直樹 山崎 正人 

安藤 詔生 岡 久雄 窪野 隆能 嶋田 紘一 田中 正人 楡居 智也 益冨 文男 山地 憲治 

五十嵐 惇 岡 英夫 久米 常生 島田 敏男 谷 辰夫 野口 剛 松浦 昌則 山下 聖五 

五十嵐隆治 岡部 昭三 倉林 武 嶋田 隆一 谷 憲郎 野崎 昌弘 松岡 秀夫 山科 秀之 

生野 浩正 岡村 幸壽 倉持 暁 清水 宏蔵 谷野 克巳 野田 隆明 松木 英敏 山城 迪 

池谷 知彦 荻原 義也 下司 善計 清水 孝亮 種市 健 野村 弘 松下 昭 山田 外史 

生駒 昌夫 奥村 浩士 鯉淵 澄男 清水 道男 田原 和雄 萩野 昭夫 松田 靖夫 山田 順幹 

伊佐 弘 奥山 俊昭 上妻 一朗 上川 拓也 玉田 誠二 橋爪 聡司 松村 文夫 山本 喜万 

石毛龍之介 音居 久雄 河野 明広 庄司 忠 地福 順人 長谷川 淳 真鍋 静夫 横山 茂 

磯田 賢一 小貫 天 小﨑 正光 小地原 清 辻 毅一郎 長谷川 博 真鍋 舜治 横山 弘道 

磯畑 景三 小野 俊彦 小菅 勝 庄山 悦彦 辻 公壽 長谷川 豊 三浦 梓 吉岡 芳夫 

板垣 厚一 小幡 常啓 後藤 隆志 白井 五郎 土屋 英司 服部 正志 三浦 良和 吉木 紀雄 

市毛 修 笠原 弘之 小西 博雄 白川 晋吾 土屋 幸男 服部 正行 右髙 正俊 吉田 弘得 

一柳 勝宏 梶谷 定之 小林 凱 秦泉寺 敏正 筒井 健三 服部 貴應 水口 正男 吉田 昭太郎 

伊藤 謙治 春日 智惠 小林 久理真 末松 安晴 坪井 克剛 花岡 虎之助 水田 泰寛 吉田 信夫 

伊藤 俊一 加勢 幸三 小林 淳男 杉山 佳延 寺嶋 正之 林 光澤 水船 信一 吉田 恭信 

伊藤 二朗 加藤 和男 小林 健 鈴木 大介 寺戸 敏彦 林 洋一 溝口 均 吉村 雅博 

伊藤 元哉 加藤 隆夫 小林 肇 鈴木 猛 寺西 常治 原 重充 溝尻 勲 吉本 秀幸 

稲垣 恵造 加藤 春雄 小林 春洋 鈴木 敏夫 田 隆吉 原 雅則 三田村 宏 依田 文吉 



稲田 洋二 加藤 仁志 小山 茂夫 鈴木 守 天願 友一 原 幹夫 三井 恒夫 米沢 明孝 

井上 良之 金子 一彦 近藤 敏郎 須原 啓一 土井 義宏 原嶋 敏彦 南 繁行 米田 良秋 

入江 寿一 鹿野 快男 斎藤 勉 角 耀 東藤 康正 飯田 靖男 三宅 信之 良知 勤 

岩崎 克己 鎌田 憲嗣 斉藤 亮治 角尾 武司 渡海 英一 曳地 精一郎 三宅 康二 若林 秀雄 

岩崎 俊一 神子嶋 博雄 境 秀樹 住吉 幹夫 戸田 弘康 日髙 邦彦 宮崎 一彦 和田 宏康 

岩田 善輔 神本 勝巳 酒井 祐之 瀬戸口 善則 豊滿 徳樹 日々野 定良 宮崎 二保 和田 守弘 

上里 勝実 神山 健三 佐久間 秀一 田井 一郎 長柄 勲 比良 允幸 宮崎 道雄 渡辺 和夫 

植田 正紀 河合 三千夫 佐々木 三郎 高岡 浩実 中川 聡子 平石 了 宮前 俊彦 渡辺 健二 

上原 秀雄 川崎 馨 佐々木 堂 高木 真人 長瀬 博 平川 功一 三代 勲 渡辺 直隆 

宇佐見英三 川崎 隼雄 佐々木 信生 高木 喜正 中園 聡 平塚 強一 虫明 康人   

梅谷 秀夫 河田 燕 佐々木 元 髙久 銀夫 中坪 敏爾 広瀬 武雄 牟田 一弥   

（令和 2 年 3 月 31 日現在／五十音順 敬称略） 


