
≪　出向者名　≫

会長 門脇　允元(宮城)
副会長 石附　周行(群馬) 藤井　大吾(大阪)

荒木　哲英(北海道) 葦原　正憲(山形) 白金　昭文(東京) 工藤　淳法()
柴田　尚明(静岡) 大山　義朗(兵庫) 宮川　敬学(鳥取) 北小路　瑞浩(愛媛)
西村　喜候(長崎) 井川　悦道(東京)

監査 清水　聡明(長野) 仙田　隆彦(栃木)
事務局長 佐藤　泰惇()

会長 石附　周行(群馬)
副会長 有延　美明(大分) 佐藤　泰惇(愛知)

丹羽　安基(北海道) 葦原正憲(東北) 森田　宏彦(関東) 宮本　(東海)
選出中(北陸) 大山義朗(近畿) 松岡　秀雄(中、四国) 永井　福雄(九州)
梅田　光洋(尼僧団)

事務局長 松倉　紘洋(群馬)
南　敬爾(茨城) 石川　徹界(本庁) 倉島　昌行(三重) 峰岸　秀哉(群馬)
服部　元良(東京) 鈴木　政雲(本庁)
山内　光昭(愛知) 菊池　裕光(岩手) 宮入　宗乗(長野) 山路　純正(京都)
青木　哲夫(東京) 清原　俊弘(三重) 井川　悦道(尼僧団)

事業委員 大山　義朗(京都) 清原　俊弘(三重) 青木　哲夫(東京) 井川　悦道(尼僧団)
組織委員 宮川　敬学(鳥取) 三浦　義弘(青森) 殿城　玄竜(千葉)
研修委員 山内　光昭(愛知) 天野　宏雄(宮城) 菊池　裕光(岩手) 佐野　令彬(愛知)
広報委員 宮入　宗乗(長野) 長井　福雄（佐賀） 山路　純正（京都） 佐々木　端暎（岩手）

会長 佐藤　泰惇（愛知）
副会長 森田　宏彦（千葉） 宮入　宗乗（群馬）

未定(北海道) 葦原　正憲(東北) 峰岸　秀哉(関東) 釜田　隆文(東海)
桑原　大宗(北陸) 村瀬　信行(近畿) 松岡　秀雄(中、四国) 未定(九州)
井川　悦道(尼僧団)

事務局長 南　敬爾(茨城)
事務局次長 桜井　孝順（静岡）
事業部長 佐野　令彬（愛知）
組織部長 渡辺　義弘（兵庫）
研修部長 菊池　裕光(岩手)
広報部長 高屋　行継(岩手)

会長 桑原　大宗(新潟)
副会長 長井　福雄（佐賀） 村瀬　信行(滋賀) 菊池　裕光(岩手)

安藤　実英（神奈川） 新美　忍雄（愛知） 大谷　俊定（京都） 松岡　秀雄（山口）
五十嵐　紀典（新潟） 葦原　正憲（山形） 光吉　建爾（佐賀） 井川　悦道(尼僧団)

事務局長 桜井　孝順（静岡）
事務局次長 峰岸　秀哉(群馬)
事業委員長 平和　宏昭(兵庫)
組織委員長 松岡　秀雄(山口)
研修委員長 岡部　康善(茨城)
広報委員長 南　敬爾(茨城)
特別事業実行委員長 佐野　令彬（愛知）
特別事業実行委員 佐藤　泰惇(愛知) 森田　宏彦(千葉)

会長 桜井　孝純(静岡)
副会長 峰岸　秀哉(群馬) 大谷　俊定(京都) 松岡　秀雄(山口)

吉岡　棟憲(福島) 安藤　実英(神奈川) 佐藤　孝一(新潟) 鈴木　厳大(愛知)
西野　正行(京都) 鈴木　章純(広島) 光吉　建爾（佐賀） 井川　悦道(尼僧団)

事務局長 新美　忍雄(愛知)
事務局次長 大海　修一(新潟)
総合企画委員長 菊池　裕光(岩手)
事業委員長 宇野　全匡(山形)
組織委員長 小原　宜弘(茨木)
研修委員長 安藤　実英（神奈川）
広報委員長 平和　宏昭(兵庫)

総合企画委員

第３期

理事
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事務局



≪　出向者名　≫

会長 吉岡　棟憲(福島)
副会長 安藤　実英（神奈川） 鈴木　章純(広島)

菊池　豊宗(山形) 乙川　暎元(新潟) 矢部　磬山(静岡) 管　正人(奈良)
鈴木　章純(広島) 中野　宣明(愛媛) 久賀　永雄（佐賀） 井川　悦道(尼僧団)

事務局長 小原　宜弘（茨城）
事務局次長 村松　延行（静岡）
庶務 鯨岡　宏智（茨城）
会計 稲垣　智正（福島）
幹事 渡辺　宗孝（宗務庁） 善浪　俊典（宗務庁）
総合企画委員長 新美　忍雄(愛知)
総合企画副委員長 小原　智司（愛知） 久賀　永雄（佐賀）
事業・研修委員長 山田　康成（静岡）
事業・研修副委員長 天利　俊邦（神奈川） 大海　修一（新潟）

秋山　孝雄（福島） 木船　法円（滋賀） 矢野　通元（徳島） 馬渡　芳憲（佐賀）
渡津　法晃（愛知）

組織委員長 吉村　明仁（千葉）
組織副委員長 伊東　和行（大阪） 木曽　芳典（愛媛）

金森　哲暎（山形） 近藤　竜弘（富山） 佐藤　和二（三重） 須川　法昭（長崎）
岩田　泰成（島根）

広報委員長 神野　哲州（愛知）
広報副委員長 木村　誠治（千葉） 長沢　信幸（宮城）

門脇　一光（愛媛） 佐藤　孝一（新潟） 柴田　哲雄（奈良） 中本　光勇（宮崎）
伊藤　道宣（愛知）

監査員 鈴木　太源（神奈川） 笛岡　教雄（静岡）

会長 神野　哲州（愛知）
副会長 中野　宣明（愛媛） 佐藤　孝一（新潟） 我妻　耕道（宮城）

吉村　明仁（千葉） 中島　季雄（愛知） 原田　隆文（大阪） 原田　秀道（山口）
仙井　秀道（四国） 長井　俊英（佐賀） 佐藤　孝一（新潟） 小木　祐興（岩手）
井川　悦道(尼僧団)

事務局長 村松　延行（静岡）
事務局次長 伊藤　道宣（愛知）
庶務　 乙川　良介（新潟）
会計 木下　光章（京都）
監査員 木村　誠治（千葉） 新美　忍雄（愛知）
総合企画委員長 小原　宜弘（茨城）
総合企画副委員長 渡津　法晃（愛知） 押見　正宏（北海道）

堀部　明宏（愛知） 長谷川　寛孝（静岡） 名村　直高（愛知） 鯨岡　宏智（茨城）
島田　袋禅（愛知）

事業委員長 川村　昭光（宮城）
事業副委員長 吉川　俊雄（山口）

鈴木　太源（神奈川） 高瀬　祐典（愛知） 富田　基房（奈良） 矢野　通玄（四国）
文殊　靖彦（佐賀）

研修委員長 桂川　道雄（滋賀）
研修副委員長 稲垣　智正（福島）

天利　俊邦（神奈川） 河村　英樹（三重） 用元　一雄（広島） 福村　俊弘（四国）
甲斐　義康（宮崎）

広報委員長 谷本　俊昭（岩手）
広報副委員長 鈴木　永一（埼玉）

日山　俊雄（三重） 尾谷　茂樹（京都） 藤原　玄聖（島根） 清水　昭信（四国）
村田　和元（長崎） 伊藤　良一（山形）

組織委員長 小島　泰道（岐阜）
組織副委員長 山本　定満（鹿児島）

林　光雄（山梨） 木南　広峰（静岡） 丹沿　真一（岐阜） 鎌原　泰彦（大阪）
斎藤　周三（島根） 門脇　一光（四国） 平清水　公宣（山形）

監査員 木村　誠治（千葉） 新美　忍雄（愛知）

研修委員

広報委員

組織委員
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≪　出向者名　≫

会長 伊藤　道宣（愛知）
副会長 伊東　充伸（島根） 長井　俊英（佐賀） 谷本　俊昭（岩手）

小原　宣弘（茨城） 中島　季雄（愛知） 加藤　貴昭（京都） 岩田　泰成（島根）
福村　俊弘（四国） 村上　和光（熊本） 西村　秀道（新潟） 三国　典照（青森）
井川　悦道（尼僧団）

事務局長 渡津　法晃（愛知）
事務局次長 田中　良宗（北海道）
庶務 名村　直高（愛知）
会計 中山　義紹（熊本）
総合企画委員長 村松　延行（静岡）
総合企画副委員長 稲垣　智正（福島）
総合企画委員 長谷川　寛孝（静岡） 岡野　聖弘（京都） 中村　哲元（長崎）
事業研修委員長 村田　和元（長崎）
事業研修副委員長 宮崎　良章（京都） 笠神　雅彦（宮城）

鯨岡　宏智（茨城） 時田　泰俊（岐阜） 吉津　弘道（広島） 矢野　通玄（四国）
文殊　靖彦（佐賀） 遠藤　和光（尼僧団）

組織委員長 平清水　公宣（山形）
組織副委員長 山田　邦博（愛知） 栗林　文英（新潟）

福田　康夫（千葉） 酒井　秀瑞（和歌山） 原田　秀道（山口） 栗田　光潤（四国）
白土　晃道（福岡） 無着　至純（山形） 前田　弘道（尼僧団）

広報委員長 木南　広峰（静岡）
広報副委員長 押見　正宏（北海道） 竹俣　昭孝（尼僧団）

目黒　修道（埼玉） 村山　雅雄（大阪） 木村　芳典（島根） 仙井　恵久（四国）
寺田　冬道（長崎） 中野　睦宗（新潟）

特別委員会
吉村　明仁（千葉） 矢光　雪厳（埼玉） 松本　俊幸（千葉） 堀部　明宏（愛知）
島田　岱禅（愛知）

出版係 桂川　道雄（滋賀） 佐藤　悦成（愛知）
監査員 鎌原　泰彦（大阪） 清水　昭信（四国）

会長 木南　広峰(静岡)
副会長 小原　宣弘(茨城) 吉川　俊雄(山口) 平清水　公宣（山形）

梶原　裕顕(茨城) 河村　英樹（三重） 奥村　良晃(滋賀) 五十嵐　靖雄(広島)
福村　俊弘（愛媛） 雨宮　隆成(長崎) 内山　俊道(長野) 秋山　孝雄(福島)
松井　宏文(北海道)

事務局長 田中　良宗（北海道）
事務局次長 武藤　英明(静岡)
庶務 鯨岡　宏智（茨城）
会計 中村　哲元(長崎)
総合企画委員長 二瓶　法道(新潟)

名村　直高(愛知) 無着　至純（山形） 岡島　秀隆(愛媛) 大村　博典(岩手)
大島　正弘(静岡)

事業委員長 時　準雄(宮城)
横割　一隆(静岡) 福原　利行(大阪) 樋口　俊雄(鳥取) 仙井　恵久（四国）
大園　直樹(福岡) 村上　静雪(長野) 岡本　大英(福島)
鎌原　泰彦（大阪）
江川　辰弘(愛知) 岡野　聖弘(京都) 小豆沢　道雄(島根) 清水　昭信（愛媛）
滝　道学(佐賀) 倉科　利行(長野)

組織委員長 朝日　耕道(三重)
加藤　貴昭(京都) 越海　暢芳(岡山) 本土　一真(愛媛) 久峩　正経(宮崎)
草間　泰晴(新潟) 瀬川　一矢(岩手)

広報委員長 中山　義紹（熊本）
尾関　幸憲(岐阜) 関戸　章仁(大阪) 大村　芳典(島根第一) 上田　秀人(高知)
安沢　浩祥

監事 岩田　泰成（島根） 青陰　孝光(千葉)

事業委員

研修委員長

組織委員

広報委員

組織委員

広報委員

全日仏青係

第９期
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≪　出向者名　≫

会長 吉川　俊雄(山口)
副会長 朝日　耕道(三重) 桜井　朝教(長野) 清水　昭信(愛媛)
事務局長 武藤　英明(静岡)
事務局次長 藤田　和彦(山口)
庶務 平沢　祥秀(京都) 本土　一真(愛媛)
会計 石原　俊成(愛知第3)
総合企画委員長 村田　和彦(京都)
二十周年特別委員長 時　準雄(宮城)
事業委員長 高原　高尚(広島)
研修委員長 鯨岡　宏智（茨城）
組織委員長 岡本　大英(福島)
広報委員長 甲斐　之彦(大分)
監事 雨宮　隆成(長崎１) 星野　哲英(新潟１)

会長 桜井　朝教(長野1)
副会長 江川　辰弘(愛知) 寿松木　宏毅(秋田) 井上　節堂(広島)

北條　正興(茨城) 松村　宣雄(静岡4) 酒井　秀瑞(和歌山) 原田　秀道（山口）
山本　悟由(愛媛) 蔵山　大顕(大分) 真田　清史(長野1) 三吉　克英(山形1)
木内　邦彦(北海道3)

事務局長 深井　一成(新潟4)
事務局次長 原田　光則(長野1)
庶務 吉川　真史(長野1) 玉井　清山(長野1)
会計 大野　英明(長野2)
総合企画委員長 東井　千明(岩手)
総合企画副委員長 小林　真悟(埼玉1)
授戒会研究部会長 高橋　一浩(秋田)
授戒会研究部員 西　泰秀(北海道2) 岡田　雄道(青森) 松本　俊幸(千葉)
青少年教化研究部会長 荒木　正昭(熊本)
青少年教化研究部会委員 曽根　宏規(静岡1) 奥谷　良晃(滋賀) 大井　大攝(鳥取) 島崎　敬童(高知)
ボランティア研究部会長 大谷　良心

奥野　昭典(宮城) 宮沢　孝典(長野1) 見崎　義総(静岡4) 丸井　俊裕(愛知1)
井上　誠晃(三重) 関戸　章仁(大阪) 竹内　文成(京都) 藤田　和彦(山口)
加部　弘元(香川) 大宅　幸弘(佐賀)

パソコン通信研究部会長 晴山　俊英(不明)
事業研修委員長 荒井　裕明(埼玉1)

谷　寛龍(北海道3) 鈴木　秀徳(山形1) 日吉　一如(石川) 足立　哲彦(静岡3)
須谷　丹哉(島根) 北口　義則(香川) 中本　道秀(宮崎)

広報組織委員長 務台　孝尚(長野2)
斎藤　義昭(北海道2) 岡本　英冶(福島) 野口　謙冶(茨城) 伊藤　弘隆(岐阜)
池田　道俔(和歌山) 越海　暢芳(岡山) 本土　一真(愛媛) 成川　宗宏(大分)

監事 青陰　孝光(千葉) 井串　泰純(宮城)

会長 寿松木 宏毅(秋田)
副会長 山田　勇賢(静岡) 和田　善明(島根) 高階　弘昭(福岡)

松本　俊英(千葉) 村瀬　法晃(愛知) 関戸　章仁(大阪) 越海　暢芳(岡山)
本土　一真(愛媛) 甲斐　之彦(大分) 村上　静雪(長野1) 保坂　康雄(秋田)
木内　邦彦(北海道3)

事務局長 高橋　一浩(秋田)
事務局次長 佐藤　道昭(秋田)
庶務 晴山　俊英(神奈川) 玉井　清山(長野1) 国安　大智(秋田)
会計 尾久　一雄(秋田)
綜合企画事業研修委員長 宗　勝英(佐賀)

鈴木　秀徳(山形) 日吉　一如(石川) 谷　寛龍(北海道) 桑原　洋行(愛知)
北口　善則(香川) 大伝　博史(和歌山) 岩田　英俊(鳥取)

ボランティア研究委員長 井上　誠晃(三重)
松本　俊英(千葉) 奥野　昭典(宮城) 見崎　義総(静岡) 竹内　文成(京都)
加部　弘元(香川) 大宅　幸弘(佐賀) 斎藤　義秀(北海道) 掃部　克重(京都)
河谷　正也(山口) 小林　裕司(長野) 大谷　良心(奈良)

授戒会研究委員長 松本　俊幸(千葉)
授戒会研究委員 岡田　雄道(青森) 桑原　行弘(新潟)
授戒会研究参与 早坂　文明(宮城) 古川　冶道(群馬) 田川　義昭(群馬)
パソコン通信研究委員長 大森　篤史(埼玉)
パソコン通信研究副委員長 晴山　俊英(神奈川)
パソコン通信研究委員 亀野　哲也(神奈川) 中村　純一(青森)
広報委員長 東井　千明(岩手)

総合企画事業研修委員

ボランティア研究委員

理事

ボランティア研究部会員

事業研修委員

広報組織委員

第１２期

理事

第１０期

第１１期



≪　出向者名　≫

会長 荒木　正昭（熊本）
副会長 大橋　良雄（愛知） 瀬戸　弘勇（福井） 伊串　泰純（宮城）

松本　俊英（千葉） 永原　裕晃（静岡） 竹内　文成(京都) 森山　容光（島根1）
本土　一真(愛媛) 甲斐　之彦(大分) 村上　静雪(長野1) 保坂　康雄(秋田)
木内　邦彦(北海道3)

事務局長 磯田　浩隆（熊本）
事務局次長 甲斐　史郎（宮崎）
庶務 滝　道学(佐賀) 児玉　誠竜（熊本） 星野　隆信（愛媛）
会計 小島　宗彦（佐賀）
総合企画事業研修委員長 高原　淳尚（広島）
広報委員長 池上　幸秀（島根）
青少年教化委員長 岡本　大英(福島)
授戒会研究委員長 高辻　康文（兵庫）
パソコン通信研究委員長 佐藤　道昭（秋田）
ボランティア研究委員長 掃部　克重（京都）
幹事 久我　章稔（宮崎） 小林　真吾（埼玉）

会長 池上　幸秀（いずも）
副会長 白井　應隆（北海道1） 本土　一真(愛媛) 山口　英寿（愛知1）

芳村　元悟（北海道） 斎藤　崇淳（東北） 実浄　典英（関東） 白鷺州　浩昭（東海）
原山　浩昭（北信越） 小泉　義和（近畿） 森山　容光（中国） 北口　善則（四国）
浦辺　世紀（九州）

事務局長 高原　淳尚（広島）
事務局次長 横山　宗賢（広島）
庶務 佐瀬　宏洋（いずも） 和田　光史（鳥取） 関戸　基文（大阪）
会計 橘　昭弘（鳥取）
総合企画事業研修委員長 森　道輝（彩青会）
広報委員長 河村　康秀（北海道1）
青少年教化研究委員長 阿部　光裕（福島）
ボランティア研究委員長 奥野　昭典（宮城）
授戒会研究委員長 高辻　康文（兵庫）
パソコン通信研究委員長 小島　宗彦（佐賀）
幹事 滝　道学(佐賀) 日吉　一如(石川)

会長 山口　英寿（愛知1）
副会長 宮寺　守正（彩青会） 河村　康秀（北海道1） 和田　光史（鳥取）

芳村　元悟（北海道2） 伊串　泰純(宮城) 小林　慎悟（埼玉1） 船橋　宗広（愛知１）
鈴木　天章（長野2） 平岩　浩文（兵庫2） 田中　証道（鳥取） 島崎　敬童(高知)
葛籠貴　喜昭（熊本）

事務局長 逸見　智孝（岐阜）
事務局次長 中村　嘉秀（愛知1）
庶務 鈴木　理元（愛知3） 牧野　義眞（埼玉2） 檀上　一祥（広島） 大熊　真龍（北海道1）
会計 香村　一孝（静岡1）
総務委員長 大坂　恵司（いずも）
広報委員長 秋　央文（福島）
青少年教化委員長 阿部　正機（新潟）
ボランティア委員長 松尾　哲雄（長崎1）
法式委員長 清水　了祐（宮城）
ＩＴ委員長 金子　宗元（秋田）
30周年実行委員長 阿部　光裕（福島）
監事 本土　一真(愛媛) 北村　学爾（山梨）

第１５期

理事

第１３期

理事

第１４期

理事



≪　出向者名　≫

会長 宮寺　守正（埼玉2）
副会長 門脇　昌文（宮城） 香村　一孝（静岡1） 大坂　恵司（いずも）

大嶽　俊行（北海道3） 葦原　憲義（山形） 森　道輝（彩青会） 志比　道栄（岐阜）
高橋　英寛（新潟） 葛城　天裕（奈良） 佐瀬　宏洋（いずも） 舛田　豊範（四国）
小島　宗彦（佐賀）

事務局長 大室　俊英（福島）
事務局次長 喜美候部　鐡示
庶務 吉田　義弘 永島　昌英（新潟） 早船　素英（埼玉1） 加藤　安祥（彩青会）
会計 丹波　謙雄（茨城）
総務委員長 中村嘉秀（愛知1）
総務副委員長 山根　宗信（鳥取）
総務委員 森　如謙（岐阜） 奥村　孝裕（北海道２） 来馬　司龍（埼玉2）
広報委員長 久間　泰弘（福島）
広報副委員長 河村　康仁 森田　英仁（千葉）

青野　貴芳（静岡1） 板倉　省吾（いずも） 武田　光誠（埼玉1） 田中　徳雲（福島）
村松　保人（埼玉1）

委託委員 藤木　総宣（福井） 広瀬　知哲 大室　英暁 大村　則道（静岡1）
青少年教化委員長 田中　光顕（熊本）
青少年教化副委員長 諸岡　幹哉（京都）

慶徳　雄仁（岩手） 山本　泰幸（山梨） 佐藤　泰元（愛知） 秋吉　龍成（鹿児島）
野口　心成（長野2）

ボランティア委員長 米澤　智秀（茨城）
伊藤　和人（四国） 森　孝基（滋賀） 加藤　勤也（北海道3） 斎藤　俊信（新潟）
長井　峰宗（佐賀）

法式委員長 松永　寛道（静岡1）
ＩＴ委員長 大野　泰生（山口）
ＩＴ副委員長 高垣　晶敬（北海道1）

桑原　正寿（静岡3） 福岡　一哉（山梨） 吉澤　光雲（長野1） 中沢　宏哉（秋田）
高木　一晃（四国）

監事 芳村　元悟(北海道２) 北村　学爾（山梨）

会長 芳村　元悟(北海道２)
副会長 久間　泰弘(福島) 中村　嘉秀(愛知１) 長井　峰宗(佐賀)

芹田　尚典(北海道1) 中沢　宏哉(秋田) 田中　秀一(千葉) 嶋田　英淳(静岡4)
持地　俊一(福岡) 荒井　徹成(石川) 杉山　雄峰(大阪) 宇田　冶徳(広島)
伊藤　和人(四国)

事務局長 高垣　晶敬(北海道1)
事務局次長 早船　素英(埼玉1)
庶務 瀧澤　勝俊(福島) 来馬司龍(埼玉2) 奥村　考裕(北海道２) 櫻井　尚孝(静岡3)
会計 神谷　俊英(北海道1)
総務委員長 森　如謙(岐阜)
総務副委員長 山根　宗信（鳥取）
総務庶務 大久保　厚志(岐阜)
総務会計 山澤　顕雄(山形)
総務委員 加藤　勤也(北海道3) 藤原　孝徳(北海道１) 松澤　宗峰(北海道2)
広報委員長 河村　康仁(千葉)
広報副委員長 青野　貴芳(静岡1) 板倉　省吾（いずも）
広報委員 志保見　道一(個人) 吉田　義弘(宮城) 松岡　広也(静岡1) 関根　和明(埼玉１)

大村　則道 大室　英暁 狩野　晃一 川口　高裕
藤木　総宣 藤原　敦 古山　健一

青少年教化委員長 慶徳　雄仁（岩手）
青少年教化副委員長 白澤　雪俊(青森)

秋吉　龍成(鹿児島) 加藤　康由(東三河) 角　光全(山口) 諸岡　幹哉(京都)
南　秀典(茨城)

ボランティア委員長 瀬田　啓道(鳥取)
ボランティア副委員長 新川　泰道(秋田)

大徳　順覚(茨城) 宮下　俊哉(長野1) 市岡　宣展(岐阜) 袴谷　憲由(北海道３)
山口　尊生(熊本)

法式委員長 菅原　研洲(宮城)
法式副委員長 桑山　良規(和歌山)
法式会計 市川　輝博(静岡1)
法式委員 光英　覚法(福島) 永島　昌英（新潟） 森永　良徳(佐賀)
ＩＴ委員長 吉澤　光雲（長野１）
ＩＴ副委員長 福岡　一哉(山梨) 高木　一晃(四国)
ＩＴ庶務 平岡　憲道(広島)
ＩＴ会計 倉島　隆行(三重)
ＩＴ委員 一山　智道(宮崎) 岡本　真宰(長野１)
監事 高橋　英寛（新潟） 香村　一孝（静岡1）

ボランティア委員

ボランティア委員

ＩＴ委員

第１７期

理事

委託委員

青少年教化委員

第１６期

理事

広報委員

青少年教化委員



≪　出向者名　≫

会長 久間　泰弘（福島）
副会長 宮下　俊哉（長野1） 高木　一晃(四国) 河村　康仁（千葉）

橋本　真英（北海道2） 楢山　武浩（青森） 田中　秀一（千葉） 嶋田　英淳（静岡4）
久我　泰文（福井） 杉山　雄峰（大阪） 武　義道（岡山） 伊藤　和人（四国）
瞿曇　浩道（大分）

事務局長 神谷　俊英(北海道1)
事務局次長 瀧澤　勝俊（福島）

福嶋　啓隆（東京） 愛葉　正智（山梨） 吉岡　統親（福島） 土田　真輔（福島）
山田　俊哉（秋田） 吉澤　光雲（長野１） 里野　和敬（四国） 松本　尚仁（静岡3）

会計 渡辺　文敬（福島）
総合企画委員長 松岡　広也（静岡1）
総合企画副委員長 白澤　雪俊(青森) 細川　伸道（栃木）

大久保　厚志(岐阜) 安達　瑞樹（兵庫2） 横山　岳洋（福岡） 永島　昌英（新潟）
神作　紹道（宮城） 原　知昭（いずも） 宮本　隆弘（四国）

広報委員長 板倉　省吾（いずも）
広報副委員長 釜田　尚紀（個人会員） 倉島　隆行（三重）

石黒　英龍（新潟） 伊藤　暢道（山口） 岡本　真宰（長野1） 城市　泰紀（石見）
紫安　敬道（熊本）

委託委員 大室　英暁 川口　高裕 藤原　敦 古山　健一
法式委員長 桑山　良規(和歌山)
法式副委員長 市川　輝博(静岡1)

光英　覚法(福島) 稲本　顕隆（大阪） 永見　宏樹（石見） 花田　崇胤（青森）
福田　智昭（山形） 加藤　康由（東三河） 毛利　正就（福岡）

基幹事業委員長 秋吉　龍成（鹿児島）
基幹事業副委員長 森田　英仁（個人会員） 舘盛　寛行（神奈川２）

青野　貴芳（静岡1） 大熊　眞龍（北海道1） 慶徳　雄仁（岩手） 星野　正親（石川）
橋垣　憲光（京都） 瀬田　啓道（鳥取） 水谷　充賢（四国）

監事 柳田　彰宣（京都） 香村　一孝（静岡1）

第１８期

法式委員

基幹事業委員

理事

庶務

総合企画委員

広報委員


