
一般社団法人 恵迪寮同窓会 役員体制組織図
(2020年7月24日現在)

〔諮問委員会〕

〔常任委員会〕 〔常任委員会〕

　　　〔実行委員会〕 〔実行委員会〕

社員総会：代議員
小久保和孝 (S27) 松岡　繁幸 (S48) 田中　利明 (S53)

長谷川　久 (S32) 橋本　博行 (S49) 橋本　浩典 (S54)

福田　紀之 (S37) 布野　洋一 (S50) 寒河江　彰 (S54)

司馬　威彦 (S38) 山本慎之介 (S51) 間野　　勉 (S54)

成ヶ澤憲太郎 (S40) 野呂　雅之 (S51) 亀山　　敏 (S55)

入江　和彦 (S41) 内田　敏博 (S51) 市村　猛樹 (S56)

吉田　　務 (S41) 朝倉　仁樹 (S52) 北田　久志 (S57)

伊藤　誠一 (S43) 大堀　尚己 (S52) 大友　　巧 (S58)

俵　　正好 (S44) 上谷　誠司 (S52) 七海　睦二 (S59)

神保　重孝 (S48) 清水　文彦 (S52) 宜寿次盛生 (S60)

監事 吉原　照彦 (S36)

監事 皆川　吉郎 (S43)

顧　問 池田　秀司 (S19)

顧　問 井口　光雄 (S28)

顧　問 伊東　　孝 (S30)

相談役 小笠原孝之 (S31)

相談役 山崎　克彦 (S32)

相談役 和　　孝雄 (S32)

理事会：理事

理事三役会

理 事 長　　　　 横山　　清 (S31)

副理事長　　　 藤田　正一 (S38)

理事・代表幹事 吉沢　武治 (S45)

高井　宗宏 (S31) 坂倉　雅夫 (S44) 鹿田　幸年 (S50)

新井　三郎 (S32) 植松　高志 (S44) 岩井　隆郎 (S51)

氏平　増之 (S38) 木村　成二 (S46) 山田　博史 (S51)

佐藤　市雄 (S38) 野本　  健 (S47) 竹下　忠彦 (S53)

宮田　睦彦 (S38) 谷口　哲也 (S48) 藤本　康男 (S58)

魚山　和春 (S39) 藪内　晴弘 (S48) 佐野　将義 (H02)

内藤　春彦 (S40) 川瀬　和博 (S49) 都野建二郎 (H05)

千川　浩治 (S40) 森川　満彦 (S49) 渕上　玲子 (H08)

大隈　昭二 (S40) 山本　　牧 (S49) 松岡　　渉 (H16)

八重樫幸一 (S41) 吉成　久和 (S49) 松尾　駿介 (H19)

村上　昭男 (S43) 千原　  治 (S50) 村橋究理基 (H22)

事務局

理事･事務局長 森川　満彦 (S49)

事 務 局 員 佐藤　静子

幹事会：幹事

常任幹事会

理事・代表幹事 吉沢　武治 (S45)

理事・副代表幹事 佐藤　市雄 (S38) 谷口　哲也 (S48)

理事・常任幹事 大隈　昭二 (S40) 八重樫幸一 (S41) 野本　健 (S47)

理事・常任幹事 吉成　久和 (S49) 千原　  治 (S50) 藤本　康男 (S58)

理事・常任幹事 佐野　将義 (H02) 都野建二郎 (H05)

理事・幹事 山本　牧 (S49) 鹿田　幸年 (S50) 岩井　隆郎 (S51)

理事・幹事 竹下　忠彦 (S53) 渕上　玲子 (H08) 松尾　駿介 (H19)

理事・幹事 村橋究理基 (H22)

幹事 橋本　博行 (S49) 石川　隆雅 (S51) 亀山　敏 (S55)

幹事 石井　翔 (H17)

会計委員会
委員長 藤本　康男 (S58)

事業委員会
委員長 谷口　哲也 (S48)

組織委員会
委員長 千原　治 (S50)

委　員 岩井　隆郎 (S51)
委　員 竹下　忠彦 (S53) 会誌編集委員会

委員長 大隈　昭二 (S40)

副委員長 吉成　久和 (S49)

委　員 千原　治 (S50)

委　員 亀山　敏 (S55)

広報委員会
委員長 八重樫幸一 (S41)

委　員 佐藤　市雄 (S38)

委　員 石川　隆雅 (S51)

委　員 村橋究理基 (H22)

文化常任委員会
委員長 野本　健 (S47)

委　員 橋本　博行 (S49)

委　員 山本　牧 (S49)

委　員 鹿田　幸年 (S50)

現寮委員会
委員長 都野建二郎 (H05)

副委員長 村橋究理基 (H22)

委　員 渕上　玲子 (H08)

委　員 松尾　駿介 (H19)

委　員 石井　翔 (H17)

開拓の村旧寮舎展示企画委員会

委員長 佐野　将義 (H02) 委　員 市村　猛樹 (S56)

副委員長 山本　牧　 (S49) 委　員 呉　敦 (S58)

委　員 吉成　久和 (S49) 委　員 町田　幸作 (S60)

委　員 深津　修一 (S49) 委　員 村橋究理基　(H22)

委　員 鹿田　幸年　(S50) 委　員 平田　元　 (H24)

委　員 石川　隆雅　(S51)

委　員 内田　敏博 (S51) 外部委員 右代　啓視

委　員 甲斐　陽輔　(S52) 外部委員 会田　理人

委　員 大堀　尚己 (S52) 外部委員 中島　宏一

委　員 亀山　敏　 (S55) 外部委員 細川　健裕

現恵迪寮大改修
支援募金実行委員会

委員長 八重樫幸一 (S41)

委　員 都野建二郎 (H05)

委　員 渕上　玲子 (H08)

委　員 村橋究理基 (H22)

委員長 吉成　久和 (S49)

委　員 山本　牧 (S49)

委　員 鹿田　幸年 (S50)

委　員 石川　隆雅 (S51)

委　員 小野　高秀 (S51)

委　員 藤本　康男 (S58)

委　員 村橋究理基 (H22)

委　員 平田　元 (H24)

カレンダー制作委員会

恵迪基金準備委員会

委員長 藤田　正一 (S38)
副委員長 佐藤　市雄 (S38)

副委員長 内藤　春彦 (S40)

副委員長 吉沢　武治 (S45)

委　員 藤本　康男 (S58)

委　員 谷口　哲也 (S47)

委　員 八重樫幸一 (S41)

委　員 森川　満彦 (S49)

委　員 千原　治 (S50)

委　員 村橋究理基 (H22)


