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代議員（社員）の選任について 

 

一般社団法人 日本栄養学教育学会 

理事長  田中 平三 

（公印省略） 

 

本年実施いたしました、第１回代議員（社員）選出選挙の結果、及び内規に基づき、以下

の通り社員 174名が選任されましたのでお知らせいたします。 

 

代議員氏名 五十音順（敬称略） 

旭 久美子 朝見 祐也 安達 内美子 綾部 園子 荒川 義人 

荒木 裕子 嵐 雅子 荒田 玲子 安藤 明美 井川 聡子 

池本 真二 石川 豊美 石出 信正 市川 寛 糸川 嘉則 

稲井 玲子 井部 明広 今井 具子 岩井 達 岩瀬 靖彦 

宇野 文博 大木 和子 大久保 郁子 大澤 得二 岡 純 

岡 真優子 岡崎 眞 岡山 和代 小川 万紀子 荻本 逸郎 

奥村 万寿美 小倉 嘉夫 小田 典子 小野坂 敏見 恩田 理恵 

香川 靖雄 片井 加奈子 片山 一男 片山 直美 笠原 賀子 

栢野 新市 辛島 順子 川上 貴代 川上 美智子 川上 祐子 

川久保 清 川添 禎浩 川野 誠子 川野 因 川端 輝江 

川村 美笑子 木川 眞美 菊永 茂司 岸本 満 北川 郁美 

木戸 康博 木村 典代 清瀬 千佳子 久木野 睦子 楠木 伊津美 

久野 一恵 久保 ちづる 栗原 伸公 黒川 通典 桑守 豊美 

幸林 友男 五関 正江 後藤 潔 後藤 千穂 後藤 昌弘 

小林 身哉 小林 良子 小松 龍史 齋藤 長徳 坂井 恵子 

酒井 治子 寒河江 豊昭 酒元 誠治 佐塚 正樹 佐藤 香苗 

澤井 淳 柴田 克己 志村 二三夫 下田 妙子 水津 久美子 

末田 香里 菅 洋子 杉山 みち子 鈴木 和春 鈴木 和彦 

鈴木 志保子 鈴木 純子 鈴木 道子 鈴木 盛夫 高橋 享子 

高橋 東生 高橋 保子 武部 久美子 武見 ゆかり 伊達 ちぐさ 

田中 清 田中 茂 田中 延子 田中 弘之 田中 弥生 

田村 明 千葉 昌樹 塚原 丘美 辻澤 利行 續 順子 

津田 とみ 寺尾 純二 土居 幸雄 徳留 裕子 登坂 三紀夫 

外山 健二 中川 靖枝 仲佐 輝子 長澤 伸江 長澤 治子 



中島 滋 中谷 弥栄子 中坊 幸弘 名倉 秀子 名和田 淸子 

西堀 すき江 乃木 章子 橋本 賢 服部 富子 花井 美保 

早川 麻理子 林 辰美 早渕 仁美 原 正美 原島 恵美子 

東  あかね 久山 哲廣 平林 眞弓 廣田 直子 福井 富穂 

藤井 康弘 藤澤 和恵 藤原 政嘉 古畑 公 保木 昌徳 

細川 優 前田 佳予子 松崎 政三 松島 照彦 松月 弘恵 

松村 康弘 松本 明世 真鍋 祐之 南山 幸子 宮本 佳代子 

武藤 慶子 棟方 秀和 村山 伸子 森 圭子 森岡 美帆 

屋代 彰子 八木 典子 柳 元和 柳田 晃良 矢埜 みどり 

山内 惠子 山内 知子 山田 和彦 山田 茂 山部 秀子 

山本 勇 山本 妙子 吉村 健清 和田 政裕 

 

任期は、平成 25年 9月 1日より、4年間（平成 29年の選挙終了時まで）です。 

 

尚、今回の代議員（社員）選出選挙は、現理事会、現社員総会の決議により、発足直後の

特別措置として、定款第 14条第 2項にかかわらず実施したことをご報告申し上げます。 

 


