
【会　　　長】	 飯　塚　浩　彦
【会長代行】　 伊　藤　富　博　	 福　本　雅　保
【最高顧問】　 齋　藤　香　坡	 佐々木　月　花	 田　中　鳳　柳	 村　越　龍　川
【副　会　長】　	 伊　藤　欣　石
【名誉顧問】　	 生　田　博　子	 石　川　天　瓦	 竹　澤　玉　鈴	 手　島　𣳾　六	 平　方　峰　壽	 本　多　道　子

山　下　海　堂
【常任顧問】	 今　口　鷺　外	 岩　下　鳳　堂	 岩　田　正　直	 上　野　鶴　陽	 佐　藤　志　雲	 島　村　谿　堂	

青　陽　如　雲	 田　村　政　晴	 納　谷　古　石	 原　田　圭　泉	 松　本　美　娜	 宮　崎　春　華
【顧　　　問】	 五十嵐　光　子	 小　名　雪　王	 加　藤　深　流	 白　崎　菖　汀	 樽　谷　龍　風	 橋　本　旭　石

三　上　錦　水	 森　井　翠　鳳
【客員顧問】	 齊　藤　華　秀	 高　畑　常　信	 武　田　　　厚	 竹　中　幸　生	 趙　　　白　鶴	 平　方　研　水

劉　　　洪　友
【参　　　与】	 岡　　　美知子	 木　村　春　峰	 久　保　翠　雪	 須　藤　松　閑	 夏　堀　竹　翆	 望　月　暁　云
【理　事　長】	 風　岡　五　城
【理事長代行】	 坂　本　香　心	 渡　邉　　　麗
【副理事長】	 今　田　篤　洞	 岩　浅　写　心	 勝　田　晃　拓	 金　丸　鬼　山	 髙　木　撫　松	 髙　頭　子　翠

髙　橋　照　弘	 武　富　明　子	 正　川　子　葉	 松　井　玲　月	 松　﨑　龍　翠	 村　田　白　葉
【事務局長】	 粂　　　雅　人
【常務理事】	 赤　堀　翠　柳	 浅　香　秀　子	 石　井　長　慶	 石　川　陽　竹	 泉　　　芳　秋	 磯　邊　哲　舟

伊　藤　春　魁	 伊　東　玲　翠	 今　井　翠　泉	 岩　田　蕙　雨	 岩　村　恵　雲	 上　村　陽　香
江　戸　秀　虹　	 遠　藤　乾　翠	 大　橋　玉　樹	 大　庭　清　峰	 岡　本　杏　華	 小　川　艸　岑
小　名　雪　揺	 小　野　亭　良	 織　茂　香　葉	 貝　瀬　芳　雨	 鎌　田　悠紀子	 黒　田　浩　芳
見　學　素　影	 小　杉　修　史	 五月女　紫　映	 眞　田　朱　燕	 澤　田　香　墨	 鈴　木　青　苑
鈴　木　祐　洞	 世木田　江　山	 多　田　游　硯	 建　部　恭　子	 戸　叶　幽　翠	 戸　田　汀　香
長　尾　佳　風	 永　田　龍　石	 中　野　和　博	 西　尾　秀　誠	 野　﨑　俊　江	 人　見　恵　風
堀　江　宣　久	 町　山　一　祥	 山　本　晴　城	 吉　田　永　欽	 吉　野　富　龍	 渡　邉　祥　華

【専管理事】	 青　木　錦　舟	 青　柳　光　草	 安　蒜　欣　青	 生　田　佳　葉	 石　井　理　春	 遠　藤　香　葉	
遠　藤　有　翠	 老　川　揺　舟	 奥　村　桃　曄	 小野澤　美　香	 梶　原　碧　川	 加　藤　香　誓	
鴨　田　茜　竹	 菊　山　武　士	 木住野　　　栄	 北　川　佳　邑	 北　野　香　春	 木　村　大　澤	
後　藤　教　子	 小　林　紫　雲	 近　藤　豊　泉	 斎　藤　秀　翠	 佐　藤　志　陽	 篠　原　秀　朋
荘　司　欣　水	 鈴　木　愚　山	 鈴　木　博　子	 鈴　木　蓉　春	 竹　内　美　翠	 冨　田　静　流	
中　井　庭　峰	 中　野　桂　月	 中　村　雪　鷺	 西　尾　蘭　畦	 西　川　万　里	 芳　賀　祥　緑	
羽根田　和　香	 林　　　龍　成	 久　田　方　琥	 菱　沼　東　坡	 眞々田　壽	　扇	 三　橋　和　泉	
諸　留　大　穹	 渡　部　美恵子

【理　　　事】	 赤　池　渓　舟	 石　井　思　水	 石　井　松　苑	 伊　藤　牙　城	 今　井　軒　石	 岩　田　和　道	
上　田　智　子	 梅　内　春　藍	 梅　原　凛　溪	 及　川　扇　翠	 大　川　詢　子	 大　澤　芳　洲	
大　田　桂　水	 大　段　栄　泉	 大　場　映　翠	 大八木　雅　山	 岡　野　蒼　生	 岡　村　公　裕	
奥　村　耕　雲	 小　野　左　鵞	 恩　田　瑞　貞	 影　山　瑤　琴	 加　柴　律　子	 梶　谷　綾　泉
加　藤　竹　藜	 加　藤　芳　珠	 川　井　恵　風	 菊　地　瑛　華	 久　米　麗　鳳	 小　泉　玲　洸	
小　杉　秀　花	 小　林　千　津	 小　宮　求　茜	 斎　藤　修　竹	 酒　井　竹　風	 佐　武　照　聲	
鐘　　　馗　孫	 沈 彊	 菅　原　有　恒	 杉　原　靜　花	 鈴　木　葉　光	 諏　訪　春　蘭	
関　根　史　山	 関　根　春　峰	 瀬　戸　桂　舟	 髙　野　彩　雲	 髙　橋　峰　雪	 武　　　翠　泉	
竹　増　　　陽	 田　島　青　谷	 橘　　　圭　子	 田　所　香　風	 田　中　龍　渕	 玉　木　白　雲	
玉　田　子　翠	 田　村　恵　子	 田　村　美　雪	 辻　　　和　雲	 鶴　田　秀　紅	 長　瀬　沙　焱	
中　塚　龍　華	 長谷川　明　扇	 平　岡　雄　峰	 平　本　一　恵	 古　谷　華　楓	 細　井　清　琴	
松　岡　輝　峰	 松　岡　篁　月	 松　岡　舟　波	 宮　川　彣　子	 三　宅　秀　紅	 宮　平　翠　玲
村　瀬　敢　山	 室　伏　雅　篝	 本　橋　春　景	 山　田　華　萌	 山　田　秀　園	 山　村　鳳　羽	
横　溝　景　陽	 吉　本　麗　竹	 ラモス　逸　子 陸 氓　卿

【監　　　事】	 小　名　玉　花	 里　　　芳　倫
【評　議　員】	 阿久津　由　美	 有　友　啓　扇	 飯　田　恵美子	 井　形　大　正	 石　井　政　子	 石　川　杏　華	

石　川　溪　舟	 石　川　秀　苑	 石　川　由　美	 石　黒　鴻　羽	 岩　間　桃　香	 植　田　泰　之	
黄　木　孝　一	 大　木　翠　晃	 大　谷　芳　雨	 大　久　恵　華	 岡　林　御　舟	 荻　野　侑　邨	
刑　部　翆　風	 小　谷　翠　谷	 梶　井　香　龍	 加　藤　桂　谷	 加　藤　松　亭	 加　藤　石　泉
加　藤　遊　墨	 河原畑　静　揚	 木　谷　峰　水	 熊　切　渓　石	 小久保　里　子	 小　嶋　カズ子	
小　関　麗　翠	 五　戸　光　岳	 今　野　美　晁	 佐久間　撫　扇	 定　野　桂　雪	 佐　藤　マス子	
澤　村　春　泉	 篠　原　寒　鵬	 柴　山　枝　峯	 清　水　小　舟	 菅　井　裳　雲	 鈴　木　暁　昇	
鈴　木　　　蒼	 鈴　木　邦　仙	 須　田　紅　鸞	 髙　田　華　光	 髙　野　撫　雪	 髙　橋　翠　石	
髙　橋　峰　月	 橘　　　黄　華	 田　端　香　峰	 塚　原　桃　虹	 津久井　桂　葉	 土　田　芳　水	
銅　山　桂　銅	 中　川　なほみ	 中　島　雪　遥	 中　島　貞　鵬	 永　田　昌　子	 中　西　美　蕙	
中　平　博　子	 中　村　蘭　香	 成　山　一　葉	 波多野　久　美	 羽根田　菖　風	 早　坂　喜　伊	
林　　　清　方	 林　　　弘　子	 原　田　統　玄	 藤　井　峯　子	 藤　村　満　恵	 布　施　夏　翠
降　幡　加　津	 古　谷　紫　水	 星　　　旭　芳	 堀　川　梨　華	 前　田　聖　峰	 町　田　昌　畦	
松　岡　静　仙	 松　戸　清　玲	 松　永　光　鳳	 水　原　白　姚	 三　谷　旭　心	 蓑　口　草　川	
宮　崎　礼　子	 村　越　弘　鷹	 森　　　紀　生	 森　田　香　深	 盛　田　理　泉	 矢　崎　藤　香	
山　口　了　世	 山　崎　玉　松	 山　下　翠　風	 山　田　娃　泉	 山　本　てるみ	 横　田　玉　華	
米　山　石　峯	 我　妻　信　子	 和　田　玲　砂	 渡　辺　敦　子	 渡　邉　正　峰	 渡　邉　麻衣子	
渡　辺　龍　泉
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