
                                     

同朋大学 同窓会役員名簿（任期2021年 8月1日 ～ 2023年 7月31日） 

顧 問       池田 勇諦  B4 

〃            沼波 政保   J2 

〃       武元 勲         会友 

〃           尾畑 文正  B19   

〃          太田 清史            会友 

〃           本田 眞哉  B7 

名誉会長            松田 正久        会友 

会 長          佐藤 賢俊  B20 

副 会 長（第1部会委員長） 桜部  明  B25 

 〃  (第2部会委員長)   山田  攻  S2 

 〃 （第3部会委員長） 澤田 達哉  J12 

第1部会副委員長   竜澤  馨  B11 

第2部会副委員長   丹羽 正雄  S７ 

第3部会副委員長      菊池 政和  J15 

会計監査       岩田 竜英  B34 

〃               石黒  学  S22 

〃         北川 孝治  J19 

事務局長        村上 逸人  S20 

事務局幹事            市野 智行  院ｌ  新任 

〃       田畑 尚樹  学友  新任 

〃               戸田 大介  J14 

〃               藤嶽 五月        J19 

〃          河邉 善成  B37 

〃               新美 万里        S27   

〃               山本  稔        B46   

〃               伊藤美代子        J33   

事務局主事            小八木信也        J29 

事務局員    川合 唯可      別15  新任 

<第１部会 常任幹事>     竜澤  馨 B11   中村 可人 B14 

                       吉谷 香壽 B17   池井 隆秀 B18 

                       佐藤 賢俊 B20   吉田 昇代 B21 

                       原  智敏 B24   国枝 泰周 B24 

                      桜部  明 B25                   松野  厚 B26 

    戸松 憲仁 B32    新田 彰円     B33 

            武田 有史   B33             岩田 竜英 B34 

    木村 政彦 B35             林  晃雄 B36 

    岩佐  隆 B37   杉浦 道雄 B45･院4 

        筧  宗久 別17   井上 重信 院1   

<第2部会 常任幹事>     加藤 和彦 S2    山田  攻 S2 

丹羽 正雄    S7    小宮山健次 S10  

 佐々木秀三 S16     山口 智弘 S17 



                                     

大東 慎治 S19     宮浦 幸昭  S1 

石黒  学 S22     田中 秀治     S23 

小川 恭子 S25     内海 勝彦    S28 

日比野真司 S28     井上 隆元      S28 

松田 耕治 S34     山本 久義     S43  

<第3部会 常任幹事>   碧海 和子  J1        澤田 達哉  J12 

     浅野  修  J13        佐波 重典  J13 

菊池 政和 J15        林  淑子   J18 

加藤 文子  J19                 北川 孝治  J19 

日比野祥子  J19        竹田 克広    J20 

玉村 文明  J22        井上さやか   J25 

中條 敦仁  J27                 荻野 大輔    J30 

久我 一斗  J34                    安藤 絹子  J10 新任 

<支部役員>  

北陸支部支部長    吉田 直人  B36  副支部長(富山)  中川 智晴 S26 

        副支部長(石川)  中野 裕紀 S27 

        副支部長(福井)  朝倉 顕修    B30 

広島支部支部長    醍醐 直喜  B33  副支部長      植田 泰之   S13  

岡山支部支部長    高月 和紘  S3     副支部長      片山 修二   S12 

北海道支部支部長     須磨 興人 別10     副支部長     江隈  智   別9 

四国支部 支部長     前田 伸和 S14    副支部長(高知)  尾崎 靖司 J30 

                副支部長(愛媛)  浅湫 秀教  B34 

関東支部  支部長       坪内 秀樹  別6    副支部長     新野 和暢 B53 

沖縄支部  支部長       新垣  輝  B42    副支部長      金城 俊光 B43 

三真会    支部長       桜部  明  B25    副支部長      天野 義敬 B28  

社会福祉関係従事者の集い 

  支部長      宮浦 幸昭   S19        副支部長       大東 慎治   S19 

                                                   副支部長       山口 喜樹   S31 

事務           佐々木健二   B48 

           阿知波大潤   B56 

〃           滝    恩   別24 

監査          朝日 順悟   B32 

     〃         手捲 公俊   B34 

 

 


