
一般社団法人恵迪寮同窓会・役員名簿 2018年4月14日現在

(2018年4月2日から2020年定時総会まで） (2018年4月14日から2020年定時総会まで）

【理事会】 理事35名 監事2名 7名 【常任委員会】
役職 氏名 入寮年 役職 氏名 入寮年 委員会 氏名 入寮年 委員長

理事長 横山　清 S31 名誉会長 中瀬　篤信 S26 会計委員会 皆川　吉郎 S43 ◎

副理事長 藤田　正一 S38 顧問 池田　秀司 S19 吉沢　武治 S45 ◎

理事 内藤　春彦 S40 顧問 井口　光雄 S28 千原　治 S50

理事 坂倉　雅夫 S44 顧問 伊東　孝 S30 事業委員会 谷口　哲也 S48 ◎

理事 植松　高志 S44 相談役 小笠原　孝之 S31 大隈　昭二 S40 ◎

理事 高井　宗宏 S31 相談役 山崎　克彦 S32 吉成　久和 S49

理事 新井　三郎 S32 相談役 和　  孝雄 S32 千原　治 S50

理事 氏平　増之 S38 八重樫　幸一 S41 ◎

理事 宮田　睦彦 S38 (2018年4月14日から2020年定時総会まで） 村橋　究理基 H22

理事 魚山　和春 S39 【事務局】 2名 野本　健 S47 ◎

理事 千川　浩治 S40 役職 氏名 入寮年 橋本　博行 S49

理事 村上　昭男 S43 事務局長 佐藤　市雄 S38 山本　牧 S49

理事 関口　光雄 S39 事務局職員 佐藤　静子 鹿田　幸年 S50

理事 平田　更一 S40 岩崎　正 S47 ◎

理事 加藤　秀弘 S46 (2018年4月14日から2020年定時総会まで） 森川　満彦 S49

理事 竹下　忠彦 S53 【幹事会】 18名 佐野　将義 H02

理事 藤井　洋治 S37 役職 氏名 入寮年 渕上　玲子 H08

理事 浦谷　義博 S41 理事・代表幹事 白浜　憲一 S40 都野　建二郎 H05

理事 木村　成二 S46 理事・副代表幹事 皆川　吉郎 S43

理事 藪内　晴弘 S48 理事・副代表幹事 吉沢　武治 S45 (2018年度）

理事 岩井　隆郎 S51 理事・副代表幹事 谷口　哲也 S48 (事業完了後又は目的達成後事業報告等の理事会承認まで）

理事 白浜　憲一 S40 理事・常任幹事 大隈　昭二 S40 【実行委員会】

理事 佐藤　市雄 S38 理事・常任幹事 八重樫　幸一 S41 委員会 氏名 入寮年 委員長

理事 皆川　吉郎 S43 理事・常任幹事 野本　健 S47 橋本　博行 S49 ◎

理事 吉沢　武治 S45 理事・常任幹事 岩崎　正 S47 野本　健 S47

理事 谷口　哲也 S48 幹事 橋本　博行 S49 難波  茂之 S59

理事 大隈　昭二 S40 幹事 吉成　久和 S49 町田  幸作 S60

理事 八重樫　幸一 S41 理事・幹事 森川　満彦 S49 村橋  究理基 H22

理事 野本　健 S47 幹事 山本　牧 S49 佐野  将義 H05 ◎

理事 岩崎　正 S47 理事・幹事 千原　治 S50 山本  牧 S49

理事 森川　満彦 S49 幹事 鹿田　幸年 S50 鹿田  幸年 S50

理事 千原　治 S50 理事・幹事 佐野　将義 H02 石川　隆雅 S51

理事 佐野　将義 H02 幹事 都野　建二郎 H05 亀山　敏 S55

理事 渕上　玲子 H08 理事・幹事 渕上　玲子 H08 村橋   究理基 H22

理事 村橋　究理基 H22 理事・幹事 村橋　究理基 H22 平田　元 H24

監事 吉原　照彦 S36 八重   樫幸一 S41 ◎

監事 藤本　康男 S58 岩崎   正 S47

森川　満彦 S49

村橋   究理基 H22

谷口　哲也 S48 ◎

皆川　吉郎 S43

一般社団法人化

推進委員会

新CD制作

委員会

開拓の村旧寮舎

展示企画委員会

現恵迪寮

大改修支援募金

実行委員会

組織委員会

広報委員会

編集委員会

文常委員会

現寮委員会


