
 
 

  
 

会長          藤村 建夫     

代表幹事         神田 道男     

  【総務】         事務局（兼）     

  【広報】  ホームページ等    山岡 和純  

  【活動】  ジャーナル  藤村 建夫（兼）、編集委員５名 

ニュースレター 山下 道子（兼）、山岡 和純（兼） 

懇談会   鈴井 宣行 

シンポジウム等 神田 道男（兼） 

他団体との連携 湊  直信 

国際協力人材育成 中澤 賢治 

  【会計監査】         小林  一     

  【事務局】         山下 道子     

  【学生部】         三谷 宏明 

 
 
 
 

  
 

会長 藤村 建夫 

代表幹事 神田 道男 

【総務】 事務局 (兼) 

【広報】 

ホームページ等 山岡 和純 

【活動】 

ジャーナル 藤村 建夫、ほか編集委員 5 名 

ニュースレター 事務局 (兼) 

懇談会 鈴井 宣行 前川 美湖 

シンポジウム等 神田 道男 (兼) 

他団体との連携 湊 直信 

【会計監査】 小林 一 

【事務局】 山下 道子 

【学生部】 浪川 真祐子 

 

 

2016 年度役員構成 

2015 年度役員構成 



 
 

 

会長 今井 正幸 

代表幹事 湊 直信 
 

【総務】 神田 道男、山岡 和純 (兼) 
【広報】 

ホームページ 山岡 和純

フェイスブック 萩原 孝一 

【活動】 

ジャーナル 藤村 建夫、ほか編集委員 5 名
ニュースレター 山下 道子 (兼) 
懇談会 的場 泰信 

40 周年記念行事 神田 道男 (兼) 高千穂 安長 
 

【会計監査】 福永 喜朋 

【事務局長】 山下 道子 
 

【学生部】 浪川 真祐子 
 
 
 
 
 
 

 
 

会長 今井 正幸 

代表幹事 湊 直信 
 

【総務】 小林 一 

【広報】 

ホームページ 山岡 和純 

ジャーナル 藤村 建夫、編集委員

ニュースレター 山下 道子 (兼) 
【活動】 

40 周年記念事業 神田 道男 山岡 和純 (兼) 
シンポジウム 福田 幸正 

懇談会 黒田 次郎、的場 泰信 
 

【会計監査】 萩原 孝一 

【事務局長】 山下 道子 
 

【学生部】 谷村 美那子 

【婦人クラブ】 百武 千文 

  

2013 年度役員構成 

2014 年度役員構成 



 

  
 

会長 今井 正幸 

代表幹事 大戸 範雄 

総務 萩原 孝一 

シンポジウム 福田 幸正 

ホームページ 山岡 和純、萩原 孝一 (兼) 
ニュースレター 山下 道子 (兼) 
懇談会 黒田 次郎、山岡 和純 (兼)、神田 道男 

ジャーナル編集 藤村 建夫、編集委員 

会計監査 小林 一 

学生部代表 勝井 美世 

事務局長 山下 道子 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

会長 高橋 一生 

代表幹事 萩原 孝一 

総務 大戸 範雄、高瀬 国雄 

シンポジウム 大戸 範雄(兼)、福田 幸正 

復興震災 TF1 高橋 一生(兼) 
復興震災 TF2 小林 一 

懇談会 黒田 次郎、山岡 和純、萩原 孝一(兼) 
ジャーナル編集 藤村 建夫、編集委員 

新年会 太田 陽子 

会計監査 今井 正幸 

学生部代表 大塚 美奈子 

事務局長 山下 道子 

2012 年度役員構成 

2011 年度役員構成 
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会長 高橋 一生 

代表幹事 萩原 孝一 

副代表幹事 池田 晶子 

総務、シンポジウム 大戸 範雄 

政策提言 WG 高橋 一生 

懇談会 萩原 孝一 

グローバル懇談会 鈴井 宣行 

ジャーナル編集 ケンネ ジョン、山下 道子 

広報、新年会 太田 陽子 

会計監査 藤村 建夫 

婦人クラブ 百武 千文 

学生部代表 大塚 美奈子 

事務局長 山下 道子 

（敬称略） 

 
 

  

 
会長 高橋 一生 

副会長（候補） 荒木 光弥 

代表幹事 大戸 範雄 

副代表幹事 萩原 孝一 

総務 鈴井 宣行 

シンポジウム 小川 亮 

懇談会 （未定） 

グローバル懇談会 鈴井 宣行 

開発支援活動 神田 道男 

インターネット 小林 一、 ケンネ ジョン 

学生部担当 中野 幸紀、松井 梓（学生部代表） 

監査担当 荒川 博人 

婦人クラブ 中野 照代 

事務局長 太田 陽子 

事務局長補佐 山下 道子 

（敬称略） 

2009 年度役員構成 

2010 年度役員構成 
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 2008 年度役員構成 

（敬称 略） 

会長 高橋 一生 

代表幹事 鈴井 宣行 

副代表幹事 大戸 範雄 

総務 大島 清治 

広報 三宅 紗知子 

シンポジウム 宮入 宜人 小川 亮 三宅 紗知子 

懇談会 萩原 孝一 林 遼太郎 青柳 恵太郎 

開発支援活動 神田 道男 中島 千秋 

インターネット 小林 一 ケンネ ジョン 

学生部担当 中野 幸紀 新谷春乃（学生部） 

監査担当 荒川 博人 

婦人クラブ 堀内 治子 松下 立子 

事務局長 中島 千秋 
 
 
 
 

 2007 年度役員構成  

 （敬称 略） 

会長 高橋 一生  

代表幹事 宮入 宜人  

副代表幹事 鈴井 宣行 大戸 範雄  

総務 大嶋 清治  

広報 三宅 紗知子  

シンポジウム 小川 亮 三宅 紗知子 松久 逸平  

懇談会 不破 吉太郎 萩原 孝一 林 遼太郎 青柳 恵太郎 

開発支援活動 神田 道男 中島 千秋  

インターネット 小林 一 ケンネ ジョン  

学生部担当 中野 幸紀 中野 美緒（学生部）  

監査担当 藤倉 洋一  

婦人クラブ 堀内 治子 松下 立子  

事務局長 三上 素子  



3  

 
 

  
 

 （敬称 略） 

会長 高橋 一生   

代表幹事 中島 千秋   

副代表幹事 宮入 宜人   

総務 大嶋 清治、鈴井 宣行   

広報 西村 恵美子   

シンポジウム 小川 亮 西村 恵美子 松久 逸平   

懇談会 不破 吉太郎 萩原 孝一 林 遼太郎 青柳 恵太郎 

国際開発研究会 三上 良悌 佐藤 光男   

開発支援活動 神田 道男 中島 千秋   

インターネット 小林 一   

学生部担当 中野 幸紀 徳村 洋祐（学生部）   

監査担当 藤倉 洋一   

婦人クラブ 堀内 治子 松下 立子   

事務局長 三上 素子   
 
 
 
 
 

 

 （敬称 略） 

会長 高橋 一生 

代表幹事 大嶋 清治 

副代表幹事 中島 千秋 

総務 鈴井 宣行 

広報 西村 恵美子 

シンポジウム 小川 亮 西村 恵美子 林 遼太郎 松久 逸平 

懇談会 不破 吉太郎 湊 直信 林 遼太郎、 

国際開発研究会 三上 良悌 佐藤 光男 

開発支援活動 神田 道男 

インターネット 小林 一 

学生部担当 中野 幸紀 高原 友美（学生部） 

婦人クラブ 堀内 治子 松下 立子 

事務局長 三上 素子 

2006 年度役員構成 

2005 年度役員構成 
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会長 高橋 一生 

代表幹事 不破 吉太郎 

副代表幹事 大島 清治 

総務 高千穂 安長 

広報 宮入 宜人  松久

 逸平シ ンポジューム

 小川 亮 西村 恵美子 

懇談会 不破 吉太郎 湊 直信 小川 亮

国際開発研究会 三上 良悌 佐藤  光男 

開発支援活動 神田 道男 

インターネット 小林 一 

学生部担当 中野 幸紀 秋田 智司（学生部） 

婦人クラブ 堀内 治子 松下 立子 

事務局長 三上 素子 

（敬称 略） 

 

 

 

 
 

  

 
2003 年度 

会長 高橋 一生 

代表幹事 高千穂 安長 

副代表幹事 不破 吉太郎 

総務 湊 直信 

広報 宮入 宜人  松久 逸平 

シンポジューム 小川 亮 （小森 剛） 

懇談会 不破 吉太郎 河野 善彦 

研究会 三上 良悌 佐藤 光男 

開発支援活動 小倉 正城 

インターネット 小林 一 

学生部担当 中野 幸紀 野上 孝也（学生部） 

婦人クラブ 堀内 治子 松下 立子 

事務局長 三上 素子 

（敬称 略） 

２００３年度役員構成 

２００4 年度役員構成 
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（敬称 略） 

2002 年度 

会長 浅沼  信爾 

代 表 幹 事    湊  直 信 

副代表幹事      高千穂安長 

総務 荒川 博人 

広報 

シンポジウム  小森  剛 

懇 談 会     不 破  吉 太 郎 藤 倉 洋 一 

研 究 会   三 上  良 悌    佐 藤  光 男

開発支援活動   小倉  正城    保科  秀明

インターネット  小林  一 

学生部担当 中野 幸紀 青柳 恵太郎（学生部） 

婦人クラブ 堀内 治子 松下 立子 

事 務 局 長   三 上  素 子 

２００２年度役員構成 


	会長 今井 正幸

