
特命全権大使
上田　常光

吉田　健一郎

奈良　靖彦

魚本　藤吉郎

堀　新助

菊池　清明

中島　敏次郎

深田　宏

橋本　恕

三宅　和助

山口　達男

都甲　岳洋

川村　知也

内田　勝久

橋本　宏

高野　紀元

槙田　邦彦

小島　高明

山中　誠

鈴木　庸一

竹内　春久

篠田　研次

運営委員会　名誉会長（大使館公使）
昭和５４年度以前は名誉職はなし

西暦 年号 名誉会長

1980 昭和５５年度 丸山　俊二

1981 昭和５６年度 登　誠一郎

1982 昭和５７年度 登　誠一郎

1983 昭和５８年度 登　誠一郎

1984 昭和５９年度 朝海　和夫

1985 昭和６０年度 朝海　和夫

昭和41年4月～昭和42年10月

昭和42年11月～昭和44年8月

昭和44年9月～昭和47年9月

昭和47年10月～昭和50年8月

昭和50年9月～昭和53年1月

昭和53年2月～昭和55年2月

昭和55年3月～昭和57年9月

昭和57年10月～昭和59年8月

昭和59年9月～昭和62年2月

昭和62年3月～平成元年5月

平成元年6月～平成3年6月

平成3年7月～平成5年10月

平成19年9月～平成22年9月

平成22年10月～平成25年9月

平成25年10月～平成28年3月

平成28年4月～　　　　　

平成5年11月～平成8年1月

平成8年2月～平成10年2月

平成13年3月～平成13年10月

平成13年11月～平成18年7月

平成13年11月～平成18年7月

平成18年8月～平成19年8月



運営委員会　名誉理事長（大使館公使）
1986 昭和６１年度 朝海　和夫

1987 昭和６２年度 村山　比佐斗

1988 昭和６３年度 村山　比佐斗

1989 平成元年度 上野　景文

1990 平成２年度 上野　景文

1991 平成３年度 上野　景文

1992 平成４年度 横田　淳

1993 平成５年度 横田　淳

1994 平成６年度 岡田　真樹

1995 平成７年度 岡田　真樹

1996 平成８年度 岡田　真樹

1997 平成９年度 高原　寿一

1998 平成１０年度 高原　寿一

1999 平成１１年度 西林　万寿夫

2000 平成１２年度 西林　万寿夫

2001 平成１３年度 辻　優

2002 平成１４年度 辻　優

2003 平成１５年度 菅沼　健一

2004 平成１６年度 菅沼　健一

2005 平成１７年度 菅沼　健一

2006 平成１８年度 礒部　博昭

2007 平成１９年度 礒部　博昭

2008 平成２０年度 礒部　博昭

2009 平成２１年度 川村　博司

2010 平成２２年度 山本　広行

2011 平成２３年度 山本　広行

2012 平成２４年度 山本　広行

2013 平成２５年度 安藤　俊英

2014 平成２６年度 安藤　俊英

堤　尚広

2015 平成２７年度 堤　尚広

2016 平成２８年度 堤　尚広

2017 平成２９年度 堤　尚広



運営委員長
澤登　誉 大使館

長谷川　和年 大使館

山口　孝一郎 大使館

小高　文直 大使館

磯部　卓司 三井物産

高橋　八郎 三菱商事

島崎　弘 新日鉄

上田　穣 住友銀行

堀田　繁 日本航空

青柳　茂雄 三井物産

小林　守保 三和銀行

斉藤　和幸 第一勧銀

稲垣　富雄 日商岩井

運営理事長
杉崎　彰 三井物産

横田　陟 三井物産

澤田　豊治 住友商事

小松　一郎 丸紅

羽藤　武臣 丸紅

坪井　健司 東レ

宇野　久義 住友商事

須加　敏夫 伊藤忠

田中　紘 伊藤忠

朝日　洋二 新日鉄

五月女　英介 三菱電機

山中　敏正 伊藤忠

斉藤　秀久 丸紅

中川　淳 三菱東京UFJ銀行

鉄屋　正夫 住友商事

青木　誠 日本航空

松沢　慎也 住友商事

溝之上　正充 日本航空

山根　学 住友商事

河原畑　敏幸 日本航空

岡田　卓也 住友商事

山下　康次郎 日本航空

昭和64年 1月～平成元年  7月

平成 元年 8月～平成　2年12月

平成 3年  1月～平成　3年12月

平成 4年  1月～平成　5年 3月

平成 5年  4月～平成　6年12月

平成 7年  1月～平成　9年 1月

平成 9年  2月～平成10年　1月

平成 10年 2月～平成10年　5月

平成 10年 6月～平成12年　3月

平成 12年 4月～平成13年　3月

平成 13年 4月～平成14年　5月

平成 14年 6月～平成16年　3月

平成 16年 4月～平成17年　3月

平成 17年 4月～平成18年　8月

平成 18年 9月～平成20年　2月

平成 20年 3月～平成20年　5月

平成 20年 6月～平成22年　3月

平成 22年 4月～平成22年12月

平成 23年 1月～平成26年　3月

平成 26年 4月～平成27年　3月

平成 27年 4月～平成28年　3月

平成 28年 4月～　　　　　　　

昭和41年  9月～昭和42年 5月

昭和42年  6月～昭和43年10月

昭和43年11月～昭和46年 7月

昭和46年　8月～昭和49年 4月

昭和49年　5月～昭和52年7月

昭和52年　8月～昭和52年12月

昭和62年 1月～昭和63年 12月

昭和53年　1月～昭和54年12月

昭和55年　1月～昭和55年 6月

昭和55年　7月～昭和56年 9月

昭和56年10月～昭和58年12月

昭和59年 1月～昭和60年 3月

昭和60年 4月～昭和61年 12月


