
会友 令和元年5月27日現在

(工芸美術)　420名

安芸和美 上田照代 川合利幸 佐々木眞澄 田中道子
安達雅一 上田順康 川合正樹 佐藤樹美 田中利恵子
足立和子 上原伊織 川上  徹 佐藤すみ子 田部健次
阿部　緑 植草　稔 川北京子 佐藤正七生 田村純子
阿部百子 内田明司 川口知子 佐山由紀江 多田明正
阿部良美 内田恭弘 川口　満 西郷隆文 多田眞弓
相澤正樹 海川盛利 川﨑惣一朗 財満  進 多々内都子
相原健作 浦郷好文 川津智華 齋木俊秀 多智花佐代子
青木邦明 榎森靖朗 川畑　守 齋藤卯乃 平良幸春
青木　透 小川　興 川原正士 斎藤朋子 高井晴美
青山貴秀 小川善光 河合幸子 斉藤晴之 高木清次
青山鉄郎 小口　稔 河崎晴生 齋藤光彌 高木初見
明石研一 小倉敏江 木澤良治 坂本幸子 髙城鋭子
浅見　武 小倉賢子 木部美枝 阪口浩史 髙杉三千惠
芦田直美 小山田尚弘 木本一之 酒井昭子 髙田さとこ
厚治和子 尾澤　勇 喜多浩介 桜田知文 髙橋純一
荒川　孝 織田定男 貴田洋子 貞松善次 髙橋本榮
荒木貞年 大岐　稔 菊池房江 鮫島拓治 高橋政男
新垣　栄 大塩  正 菊池睦子 沢田一葉 高橋斗雄
有馬知佳子 大住由季 北川美千代 澤原英彦 高森絢子
井上浩三 大滝源一 北島桂子 三反田登美子 鷹野のぶ子
井上　康 大谷千恵 北出太郎 四宮未紗子 滝川幸志
井上善夫 大西重広 北野和代 清水黎子 瀧川佐智子
井出照子 大野秋次 北村和義 鴫原登志夫 瀧川千春
伊豆蔵幸治 大橋敏彦 北村  隆 宍戸清子 竹河いみ子
伊藤彰敏 大南武子 北村鶴代 篠﨑多喜子 武内良文
伊藤寿江 大村弘美 久保雅祐子 芝山吉邦 武田　司
伊藤昌子 大宅利秋 日下部雅生 柴田  正 武冨教子
飯島賢治 太田吉亮 葛井保秀 柴田　博 武野和子
飯田倫久 岡田　皖　 栗坂史朗 柴野勝一 立松功至
飯山和俊 岡本徹正 徤名文一 島立幸男 棚橋　淳
池上　猛 岡本　玲 小西博子 下坂邦和 谷　育子
池田富士夫 奥田民子 小畠泰明 下出祐太郎 谷　信男
池永久美子 加藤勝利 小林弘和 十二町　薫 谷　美巴子
石黒美男 加藤孝誠 小林万記 生野徳三 谷口信夫
石下早苗 加藤丈尋 小割哲也 白河英治 谷口正典
石添秀正 加藤敏雄 木暮照子 白武初芳 谷戸  守
石田巳代治 加藤伴子 後藤健吉 末武美津子 丹下雄介
石橋國男 加藤保幸 後藤柳克 菅沼滋子 千葉紘子
石橋美代子 加藤由起 行田綏子 菅間ゆみい 津田浩二
石原真理 加納由美子 河面　元 杉山タカ子 津田智子
石村正彦 香川真有美 髙鶴享一 鈴木博美 塚崎勝規
石山悦子 槐  和男 髙野聖子 鈴木葉子 塚原衣里子
板鼻泰子 柿沼一郎 郡　和子 鈴木良一 辻　聡彦
市野境子 司辻健司 越田秀平 世良彰彦 辻　信夫
市場勇太 片山雅美 近藤孝則 関原範子 辻　博美
今井悦子 金井伸弥 近藤　学 田嶋秀之 土田信久

金田一司 佐伯教通 田中克敏 角田純一
今村  博 兼先恵子 佐伯道子 田中　忍 鶴見晋史
岩渕浩之 鎌倉通孝 佐々木信也 田中貴司 手銭吾郎
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寺池尚孝 服部政子 松田富行 山本朝子
寺﨑康子 花形澄子 松田靖宏 山本幸嗣
照井一玄 濵ノ上セツ 松原  緑 湯野川　恵
戸出克彦 浜本一絵 松原百合子 結城みち子
外村達彦 林  慶六 松村謙二 行吉志津枝
登坂和嗣 原田  實 松本正彦 横山  幹
徳永武洋 繁昌孝二 松山香代子 吉井　梢
德力竜生 坂内憲勝 丸田延親 吉川眞理
殿村和司 板東豊光 丸山裕淑 吉崎えり
冨岡大資 百貫登与彦 三浦明子 吉田豊一
富村繁雄 平井恵子 三浦千代志 吉橋光夫
豊澤大志郎 平澤富子 三浦昌子 芳賀信幸
豊澤英之 平野朱美 三田久幸 六家敬吉
鳥谷さやか 平野博次 水田民子 六谷春樹
中井康信 平林芳子 水谷俊雄 渡辺マサル
中川洋子 平山記通 水谷幸勉 渡邊成樹

広沢麗子 水野しづ 渡辺信雄
中澤達彦 福家史子 水野教雄 渡邉久意
中島厚子 福島清海 水野真澄 渡辺雅旺
中島敦子 福田文子 溝上秀次 渡辺玲子
中島保美 福富　信 宮尾正隆
中島康夫 福永幸夫 宮川としえ
中西惠美子 福山光子 向山伊保江
中野悟朗 藤井  收 村井一郎
中村昌子 藤井　剛 村岡香代子
中村美紀 藤津八重子 村田則子
中村基克 藤藁　隆 村田真樹
仲村　渉 舟越一生 村山恵子
永見文人 古川七三人 毛利和子
長尾武美 古谷絹江 森  克徳
滑川由美 古屋真知子 森　賢一
南雲龍比古 細井基夫 森　孝子
南雲　聖 細川芳子 森田高正
丹羽清美 細田臥洲子 森田隆司
新野素子 堀  菱子 森谷愛子
西　　緑 堀内晴美 門田祐一
西川  勝 堀之内千惠子 安本十九子
西村源治 本田宗也 泰田久史
西本直文 本間秀昭 山口　明　
野村裕晧 前田喜代範 山口和子
羽鳥律子 前田安孝 山口納富子
波多野安希 前田由美子 山口芙美子
波多野正典 前野善樹 山崎和子
馬場九洲夫 増田守世 山崎　豊
橋田青矢 松浦恵子 山下晴義
橋本英子 松尾登美 山田和子
長谷川惠美子 松尾博之 山田健二
長谷川雅也 松岡美穂子 山田哲生
畑　　宏 松木光治 山出勝治
八田洋子 松田清隆 山村　隆

会友　工-2


