資料１：会員動向

１－１．会員動向の報告
■会員現況 ９１５人・法人（９０６人・法人）
内訳

正会員
学生会員
購読会員
賛助会員

８３２人
４０人
１９法人
２４法人

※2017 年 9 月 30 日現在
※カッコ内は前年同期

（８２７人）
（ ３６人）
（ １９法人）
（ ２４法人）

■入退会者（2015 年 10 月 1 日～2016 年 9 月 30 日）

入会者
、牧草 ひとみ（(株)MJC）
、加本 実（国道交通大学校）
、平田 直（東京大学地震
正会員：波多野 聡（(株)MJC）
研究所）
、東出 成記（国土交通省）
、中根 圭一（読売新聞社）
、甲斐 隆典（(株)ソフト技研）
、上滝 賢二（Ｎ
ＨＫ放送研修センター）
、丹羽 公人（NPO 震災から命を守る会）市岡 豊大（産経新聞社）
、佐野 有利（静岡放
送(株)）
、青木 健二（豊ハイテック(株)）
、菊池 哲佳（(公財)仙台観光国際協会）
、谷本 幸一（(株)日立製作
所 研究開発グループ）
、小髙 暁（慶応義塾大学大学院）
、吉田 昌史（読売新聞社）
、飯田 和樹（毎日新聞社）
、
伊佐治 真樹史（読売新聞社）
、福山 由朗（文部科学省研究開発局）
、森本 輝（内閣府）
、金井 純子（徳島大
学）
、佐々木 修（
（一社）日本損害保険協会）大内 斎之（新潟大学）
、松田 哲裕（(株)オリエンタルコンサル
タンツ）
、林 武広（比治山大学）
、有友 春樹（日本ミクニヤ(株)）
、天野 成昭（愛知淑徳大学）
、上久保 祐志
（熊本高等専門学校）
、柳瀬 公（東洋大学）
、増田 和順（防災科学技術研究所）
、鈴木 誠之（静岡新聞社）
、阿
部 清人（(株)MC ラボ）
、木下 誠也（日本大学）
、吉田 順一（NEC ｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ(株)）
、村山 徹（愛知大学）
、
室﨑 友輔（NPO プラス･アーツ）
、冨尾 淳（東京大学大学院）
、森 寛子（
（地独）東京都健康長寿医療センター
研究所）
、杉田 暁（中部大学 中部高等学術研究所）
、石黒 聡士（愛媛大学）
、國友 優（国土交通省水管理・
国土保全局）
、澤田 道夫（熊本県立大学）
、本田 彰（(一財)日本気象協会中部支社）
、丸田 雅靖（豊橋市役所）
、
坂上 寛之（(株)ファルコン）
、大沼 克弘（金沢大学）
、宝楽 裕（(株)パスコ）
、西村 公貴（京丹波町役場）
、
秋葉 雅章（国土交通省水管理・国土保全局）
、松尾 晃大（(株)ジュピターテレコム）
、藤本 幸士（名古屋第二
赤十字病院）
、水野 一成（(株)ドコモ）
、
、吉田 桂子（伊那市役所）
、西村 太志（東北大学大学院）
、黒田 望
(京都大学大学院）
、宇津 圭祐（東海大学）
、須藤 龍也（朝日新聞社）
、寒川 卓治（香川大学）
、若月 泰孝（茨
城大学）
、川南 結（山梨県富士山科学研究所）
、紅林 優樹（稲沢市役所）
、登尾 健哉（(株)エナリス）
、池田
真幸（防災科学技術研究所）
、石栗 宏貴（拓殖大学）
、石水 英梨花（秋田大学）
、諸岡 良優（中央大学大学
学生会員：渡邉 亮（日本大学）
院）
、重松 貴子（東京大学大学院）
、北村 美和子（東北大学）
、石山 紘己（常葉大学大学院）
、北川 悠一（関
西学院大学）
、市川 真基（愛知教育大学）
、志垣 沙灯子（和歌山大学）
、斉藤 優矢（愛知工業大学）
、小木曽
俊希（愛知工業大学）
、柿本 大輔（和歌山大学）
、谷岡 遼太（和歌山大学）
、今泉 賢吾（関西大学）
、馬場 健
太（愛知工業大学）
、中本 涼菜（和歌山大学）
、齊藤 健太（名古屋大学大学院）
、村松 佑哉（愛知工業大学）
、
富 思斉（関西大学）
、榎田 宗丈（和歌山大学）
、西川 修史（東海大学）
、藤井 将大（京都大学）
、外園 慶明
（福岡工業大学）
賛助会員：三愛電子工業株式会社
購読会員：日本気象株式会社、株式会社ラジオ関西、三菱電機株式会社

退会者
正会員：神吉 千太郎、松本 敦、髙 幸大、木村 誇、河関 大祐、笠井 宗一郎、新井 恭子、町野 東彦、小野
田 敏行、塚本 恵、青木 政勝、稲葉 千秋、深澤 政博、朝比奈 重雄、山下 雄司、川口 大介、小池 正、冨士
川 洋一、林 春男、国崎 信江、神谷 早苗、鈴木 敏子、島田 健一、西澤 真理子、佐々木 裕輔、野村 出、
学生会員：桑原 健悟、久山 勝生、榊原 和哉、蟻川 景介、佐伯 幸紀、平川 雄太、都司 嘉宣
購読会員：シーキューブ株式会社、神戸学院大学ポートアイランドキャンパス図書館
賛助会員：(一社)情報通信エンジニアリング協会
資格喪失確定者：正会員 29 名、学生会員 5 名、購読会員 1 法人
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１－２．資格喪失会員の報告
■資格喪失者（会則第 13 条、15 条）
正会員：秋月 万恵、佐藤 慎祐、伊藤 洋輔、野田 尚紀、井口 隆、岡田 晋一、久賀 公夫、尾形 和泰、伊丹 新

１－３．2017 年名誉会員の報告
○第３７回理事会（2017 年 5 月 27 日）で２名の方の推薦があり、承認された。

河田 恵昭 氏
藤井 敏嗣 氏

