
1992.6.30～ 1993.6.24～ 1995.5.31～ 1997.5.22～ 1999.6.18～ 2001.6.11～

会　長 千田是也 千田是也 千田是也　死去 木村光一 木村光一　辞任 瓜生正美 森塚　敏 森塚　敏
（94.12.21） （96.11.23）
木村光一　就任 阿部廣次　就任
（95.2.15） （96.12.17）

専務理事 中里郁子 中里郁子 中里郁子 中里郁子　退職 ふじたあさや 古城十忍 古城十忍
（97.6.25）

常務理事 瓜生正美 瓜生正美 内山　鶉 明石　誠 明石　誠 明石　誠
片谷大陸 岡安伸治 瓜生正美 内山　鶉 鴻上尚史 鴻上尚史
木村光一 木村光一 鴻上尚史 古城十忍 福島明夫 福島明夫
佐々木愛 ふじたあさや ふじたあさや 佐々木愛 福田　逸 福田　逸
出口典雄 宮下展夫 宮下展夫 宮下展夫 ふじたあさや ふじたあさや
森塚　敏 森塚　敏 森塚　敏 森塚　敏 水谷内助義 水谷内助義

理　事 阿部廣次 阿部廣次 阿部廣次 阿部廣次 阿部廣次 戌井市郎
戌井市郎 井上ひさし 戌井市郎 戌井市郎 戌井市郎 井上ひさし
大笹吉雄 戌井市郎 井上ひさし 井上ひさし 井上ひさし 内山　鶉
川尻泰司 大笹吉雄 大笹吉雄 大笹吉雄 内山鶉 大笹吉雄
熊倉一雄 片谷大陸 岡部耕大 岡部耕大 大笹吉雄 熊倉一雄
多田　徹 熊倉一雄 熊倉一雄 熊倉一雄 木山潔 佐々木愛
近石真介 高瀬精一郎 佐々木愛 鴻上尚史 熊倉一雄 近石真介
中村梅之助 知念正文 高瀬精一郎 高瀬精一郎 佐々木愛 成井　豊
広渡常敏 生井健夫 近石真介 近石真介 近石真介 細川展裕
福田　逸 土方与平 生井健夫 仲谷　昇 仲谷　昇 みなもとごろう
ふじたあさや 広渡常敏 福田　逸 生井健夫 別役　実 山崎菊雄
宮下展夫 福田　逸 山崎正和 福田　逸 みなもとごろう 流山児祥

監　事 石田　巌 田中大介 田中大介 田中大介 田中大介
阿部英生 阿部英生 阿部英生 生井健夫 生井健夫 生井健夫
道井直次 道井直次 道井直次 山根淑子 山根淑子 山根淑子

事務局長 中里郁子 中里郁子 兼坂久美子就任 兼坂久美子 兼坂久美子 兼坂久美子 兼坂久美子
（94.4.1）

事務局次長

阿部廣次　死去
（2000.5.7）



2003.6.17～ 2005.6.17～ 2007.6.18～ 2009.6.15～ 2011.6.17～ 2013.6.17～ 2015.6.17～

森塚　敏 森塚　敏 森塚　敏　死去 戌井市郎 西川信廣 西川信廣 西川信廣 西川信廣
（05.06.19）
戌井市郎　就任
（05.7.21）

古城十忍 古城十忍 福島明夫 福島明夫 福島明夫 福島明夫 福島明夫

明石　誠 菅野重郎 大笹吉雄 大笹吉雄 伊藤達哉 伊藤達哉 古城十忍
菅野重郎 西川信廣 古城十忍 古城十忍 古城十忍 古城十忍 菅野重郎
西川信廣 福島明夫 田辺素子 菅野重郎 菅野重郎 菅野重郎 仲村和生
福島明夫 細川展裕 西川信廣 田辺素子 西垣耕造 西垣耕造 西垣耕造
細川展裕 宮田慶子 宮田慶子 宮田慶子 宮田慶子 宮田慶子 宮田慶子
水谷内助義 八木橋修 山﨑　讓 山﨑　讓 山﨑　讓 横内謙介 横内謙介

戌井市郎 井上ひさし 井上ひさし 井上ひさし 衛　紀生 井上麻矢 伊藤達哉
井上ひさし 大笹吉雄 片山忠彦 衛　紀生 大笹吉雄 衛　紀生 井上麻矢
大笹吉雄 熊倉一雄 熊倉一雄 片山忠彦 鴻上尚史 大笹吉雄　 衛　紀生
門井　均 鴻上尚史 鴻上尚史 鴻上尚史 志賀澤子 大鳥裕士 大笹吉雄
熊倉一雄 佐々木愛 斎藤 真 佐々木愛 丹野郁弓 河内喜一郎 大鳥裕士
鴻上尚史 日色ともゑ 佐々木愛 志賀澤子 塚本　悟 鴻上尚史 金本和明
佐々木愛 ふじたあさや 志賀澤子 塚本　悟 夏川正一 柴田義之 鴻上尚史
日色ともゑ みなもとごろう 柴田義之 日色ともゑ 藤池　俊 白川浩司 白川浩司
福田　逸 山﨑　讓 日色ともゑ 藤池　俊 みなもとごろう 高橋武比古 山﨑　讓
ふじたあさや ふじたあさや みなもとごろう 八木橋修 丹野郁弓 渡辺　弘
みなもとごろう 細川展裕 山﨑菊雄 横内謙介 山﨑　讓
山﨑　讓 みなもとごろう 流山児祥 流山児祥 渡辺　弘

田中大介 田中大介 田中大介 田中大介 田中大介 田中大輔 田中大輔
木山　潔 木山　潔 杉本了三 杉本了三 杉本了三 夏川正一 夏川正一
生井健夫 生井健夫 生井健夫 生井健夫 生井健夫 八木橋修 八木橋修

兼坂久美子 兼坂久美子 兼坂久美子 兼坂久美子 兼坂久美子 兼坂久美子 兼坂久美子　退職 藤木　香
（13.10.20）
藤木　香　就任
（13.10.21）
松村久美子就任 松村久美子
（13.10.21）

井上ひさし　死去 河内喜一郎　死去
（10.4.9） （14.6.8）


