
 
 

2020 年度「学会活動、学会運営全般」募金申込方名簿 
 

2020 年度『学会活動、学会運営全般』募金活動における御寄付の金額は，2,321,500 円と
なりました．御寄付は学会活動に適宜活用させて頂いております。  
ここに、御協力頂いた皆様の御芳名を掲載し（掲載辞退者を除く），深く感謝の意を表す

る次第です。 
 
【個人：名誉員】（敬称略，五十音順） 
秋葉 重幸  荒木 純道  安藤 眞    池田 博昌  石田 亨  
伊藤 弘昌  稲垣 康善  今井 秀樹  岩崎 俊一   金出 武雄  
河内 正夫  黒川 兼行  小柴 正則  齊藤 忠夫  酒井 善則 
坂庭 好一  白井 良明  鈴木 滋彦  高橋 達郎  田崎 三郎 
辻井 重男  津田 俊隆  中沢 正隆  西尾章治郎  萩本 和男 

 葉原 耕平  平田 康夫    間瀬 憲一    三村 高志    宮津純一郎 
宮原 秀夫  村上 治      安田 靖彦    安田 豊      山田 宰 

 
【個人：会員】（敬称略，五十音順） 
相沢 牧男  相磯 秀夫  青柳 勝   青山 政夫  赤坂 清三 
浅賀 英雄  浅倉 秀三  朝倉 正博  浅田 勝彦  浅利 悟郎 
安達 啓一  新井 亨彦  有馬 修二  五十嵐実子  生野 浩正 
池内 健浩  池田 健志  石井 明   石井 武   石崎 俊 
石沢 禎弘  石田 次郎  伊地智幸一  石原 豊彦  泉 武博 
板橋 秀一  井筒 雅之  伊藤 公雄  伊藤 紘二  伊藤 貞男 
伊藤陽之助  稲田 学   稲宮 健一  井上浩三郎  井上 信吉 
井口 堯   井原 哲茂  岩浅 紀久  岩沢 修   上田 浩美 
牛島 和夫  氏原 淳一  臼井 支朗  内池 平樹  楳生 逸雄 
榎本 貞一  榎本 忠儀  江袋 林藏  大嶋 榮生  大島 正毅 
太田 有三  大高 幸雄  太田原 功  大朏 孝郎  大西 一功 
大西 良一  大野 悟   大橋楷一郎  大原 邦武  大森 信夫 
小粥 幹夫  岡林 信雄  岡本 明   岡本 謙一  岡本 進 
小川 明   荻野 和郎  荻野 方宏  小野 浩   皆瀨 淳 
鹿子嶋憲一  笠原 征夫  梶原 正聿  桂田 忠明  加藤 博憲 
加藤 嘉則  金谷 利勝  加納 貞彦  唐沢 信司  川上 寛児   
河崎 達夫  川島幸之助  川谷 隆彦  川端 信賢  川原浩一郎   
河原 英紀  菊野 亨   木田 拓郎  喜多川儀久  北村 勝敬   
木下 研作  木之下恒雄  君塚 正勝  櫛引 淳一  久津輪敏郎   



 
 

工藤 康   國井 秀子  窪野 隆能  倉重 光宏  紅林秀都司   
黒飛 勝幸  桑原 尚夫  高村 充   古閑 敏夫  古賀 大敏   
古賀 隆治  小島 敏郎  越本 泰弘  小園 茂   小塚誠一郎   
古寺 博   小早川 進  小林 春洋  小林 洋志  小林 正人   
小林 盛男  小堀 洋   駒崎 友和  小峰 俊厚  権田 俊一   
近藤 敏郎  近藤 衛   斎藤 幸夫  齋藤 茂   斉藤 泰一   
斎藤 司   斉藤 亮治  坂井 陽一  嵯峨山茂樹  櫻井 俊夫   
佐々木俊六  佐々木義智  佐藤 昭彦  佐藤 英男  佐藤 芳弘   
猿渡 岱爾  沢 恒雄   澤栗 裕二  渋谷 隆弘  渋谷 卓夫   
島田 潤一  島田 正治  清水 哲二  下村 純武  榛葉 實    
菅 博    菅野 政孝  菅谷 寿鴻  杉井 陞   杉浦 右藏   
杉森 欣三  杉山 佳延  鈴木 隆雄  鈴木 康文  鈴木 喜久   
須藤 誠   千本 倖生  副島 弘暉  大洞 喜正  高木 朗    
高木 宏   髙倉 實   高沢 誠   高橋 篤夫  高橋 弘治   
高橋 満   高橋 豊   高柳 辰雄  田口 哲   田島 正登   
田代 牧彦  辰巳 昭治  立田 光廣  田所 嘉昭  田中 國雄   
田中 邦保  田中 孝   田中 徳男  田中 英彦  玉井 輝雄   
玉木 明和  田村 昌三  田村 進一  多村 卓   丹野 武宣   
塚本 勝久  塚本 賢一  塚本 俊夫  辻 久雄   土屋 治彦   
寺川 隆成  寺沢 充夫  寺島 稔   土井 新   遠山 嘉一   
徳川 文武  徳松 安浩  冨田 浩   富永 昌治  富盛 清志   
塘 正弘   永井 信夫  中川 幹雄  中澤 始   長沢 晴美   
中島 憲一  中島 隆之  長瀨 勝重  永田 洋一  中西 一巳   
中西洋一郎  中野 隆生  中村 國臣  中村 誠   中村 道治 
南部修太郎  新納 康彦  西 修    西 哲生   仁科 光雄 
西野 勉   西前 仁也  二宮 清   二瓶 文博  丹羽 昭男   
沼宮内 忠  沼田 潤   野中 延恭  野村 龍男  野村 典正   
橋本 昭洋  長谷川 朗  早坂 赳  林 栄二     林 初男    
原子 慧   原田 紀夫  春山 巖  坂東 忠秋    樋口 龍雄   
雛元 孝夫  平井 慶夫  平野 允  広世 雅昭    廣光清次郎   
福井 廉   冨士 隆   藤井 拓三  藤崎 林   藤崎 博也   
藤澤 浩道  藤島 徹   藤田 忠男  藤本 京平  藤原 修    
船山 武   船生 豊   古谷 長久  古屋 一仁  古屋 清    
不破 穣一  堀口 真寿  堀越 佳治  堀籠 教夫  前川 禎男   
前田 浩   槇 一光   増田 功   益冨 文男  松崎 充宏   
松田 武彦  松山 泰男  三島 克彦  水野 道夫  水船 信一   



 
 

箕輪 功   耳塚 輝夫  三宅 康二  宮崎 清則  宮澤 正幸   
宮原 末治  宮本 幹雄  武藤 優   村上 坦   村田 光正 
室 勝弘   桃内 佳雄  森 正樹   森澤 忠和  森末 道忠 
森田 俊人  森田 長吉  守屋 悦朗  矢嶋 弘義  矢代 隆二   
矢田 健一  矢作 榮一  山内 経則  山形 康文  山口 和正   
山古 勇玄  山崎 一郎  山崎 敏範  山﨑 弘   山田 光秀   
山田 芳文  大和 一晴  山本 英雄  横山 光雄  吉田 進    
吉田 靖夫  吉村 寛   米山 貞夫  若原 俊彦  脇坂 哲夫   
和田 龍彦  渡邉 重雄  渡辺 尚樹  渡辺 直隆  渡辺 英敏   
亘理 達 

 
以上 


