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感謝状名簿

長年の功績を讃え、歴代会長および各師会長の先生方に

中間法人横浜市鍼灸マッサージ師会より感謝状が贈られました。

歴代会長

矢作　嘉鏡　第11代会長

菊池　武久　第12代会長

各師会長

矢作　嘉鏡（鶴見） 太田　耕作（中）

岡部　裕志（神奈川） 西岡　拓夫（港南）

中川　久茂（港北） 中　　　博（磯子・金沢）

佐藤　照男（緑） 細谷　勝美（保土ヶ谷・旭）

内田　豊彦（西） 君嶋　忠勝（戸塚）

中間法人横浜市鍼灸マッサージ師会
設立記念式典
平成20年6月29日

於：ロイヤルパークホテル
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元参議院議員・当会顧問 石渡　清元 様

前総務大臣・衆議院議員・自民党神奈川県連会長・当会顧問 菅　　義偉 様

衆議院議員・自民党横浜市連会長 松本　　純 様

衆議院議員 小此木八郎 様

衆議院議員　 鈴木　恒夫 様

衆議院議員　 ふくだ峰之 様

神奈川県議会議員・元県会議長 新堀　典彦 様

神奈川県議会議員 小島　健一 様

神奈川県議会議員 松田　良昭 様

神奈川県議会議員 横山　幸一 様

横浜市議会議員 田野井一雄 様

横浜市議会議員 伊波洋之助 様

横浜市議会議員 山下　正人 様

横浜市議会議員 伊藤ひろたか 様

横浜市議会議員 渋谷　　健 様

社団法人　全日本鍼灸マッサージ師会・神奈川県鍼灸マッサージ師会　会長 杉田　久雄 様

川崎市鍼灸マッサージ師会　　　会長 伊勢山竹雄 様

鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会　　会長 林　　秀卓 様

横須賀三浦鍼灸マッサージ師会　会長 山田　洋介 様

中郡鍼灸マッサージ師会　　　　会長 朝日山一男 様

小田原市鍼灸マッサージ師会　　会長 奈良　賢次 様

湯河原　鍼灸マッサージ師会　　会長 梅田　　勲 様

箱根鍼灸マッサージ師会　　　　会長 山田真以知 様

厚木鍼灸マッサージ師会　　　　会長 小野　久雄 様

大和鍼灸マッサージ師会　　　　会長 徐　　英詞 様

社団法人　神奈川県鍼灸マッサージ師会　理事 太田　修二 様

社団法人　神奈川県鍼灸マッサージ師会　理事 梅田　春樹 様

社団法人　神奈川県鍼灸マッサージ師会　副議長 沢田　昌子 様

社団法人　神奈川県鍼灸マッサージ師会　監事 嶽肩ヤス子 様

川崎市鍼灸マッサージ師会　　　理事 池崎　通夫 様

川崎市鍼灸マッサージ師会　　　理事 小川　眞悟 様

川崎市鍼灸マッサージ師会　　　理事 深谷　大介 様

川崎市鍼灸マッサージ師会　　　理事 往田　和章 様

川崎市鍼灸マッサージ師会　　　理事 田中　　裕 様

川崎市鍼灸マッサージ師会　　　理事 渡邊　　健 様

川崎市鍼灸マッサージ師会　　　理事 船橋　由紀 様

横須賀三浦鍼灸マッサージ師会　理事 斉藤　圭吾 様

東京衛生学園専門学校　　　　　校長 後藤　修司 様

神奈川衛生学園専門学校　　　　校長 後藤　治久 様

湘南医療福祉専門学校　　　　　校長 君嶋真理子 様

横浜訓盲学院　　　　　　　　　学校長 北村　光之 様

横浜市立盲特別支援学校　　　　校長 田辺　政美 様

社団法人　神奈川県鍼灸師会　　会長 伊藤　昌芳 様

横浜市技能職団体連絡協議会　　会長 畠山　　滋 様

横浜市技能職団体連絡協議会　　青年部長 加納　希夫 様

スポーツ鍼灸セラピー神奈川　　委員長 大西　雅士 様

横浜市視覚障害者福祉協会　　　会長代理 竹田　久子 様

全日本鍼灸学会関東甲信越支部　支部長 妹尾　匡躬 様

横浜愛心会　　　　　　　　　　会長代理 福原　　肇 様

株式会社カナケン　　　　　　　社長 丸山　　修 様

【来 賓】■ 設立記念式典参加者名簿
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矢作　嘉鏡 大沼　和江 馬場　三保子 平野あい子 山田　　花 橘田 いずみ

多田　敏夫 渡邉　通弘 須田 美江子 斉藤　房子 小野口都司和

岡部　裕志 田中　賞治 渡辺　信子 石掘　知子 伊丹　正義 伊丹氏付添

木村　蘭子 木村氏付添 神崎　好喜 神崎氏付添 土肥　義和 横塚　政久

小川　勲夫 工藤　英二 岡本　博行 八木　晶子 小堀　孝治 高桑健次郎

道脇　　清 田中　八郎 田中　付添

中川　久茂 大谷　恵治 岡田　早苗

佐藤　照男 大渕　　真 相馬　弘子 川口　京子 藤本　　温 工藤　　真

細谷　弘晃 川添　　隆 上田　善信 笠原　統樹 金城　岳大 笠原　英典

古川　雅人 浅利翔一郎 江幡　圭史 山　　則章

内田　豊彦 内田　重夫 森　　　勉 角田　敏男 伊藤　　弘 谷川　聖一

小玉　隆司 松尾くるみ

太田　耕作 菊池　武久

荒井　　務 荻原　正博 荻原　侑子 小森フジ子 小森　美征 白井　好江

齋藤マサエ 川村　孔江 原　　　功 原　　茂子 西田美代子 多田　佳江

小柴　　元 齋藤　幹一 親松　芳子 田中　輝孝 松本　麗子 樋口　卓哉

宮崎　光男 白崎　　勉 白崎（夫人） 池田　秀子 横山　徳三 山舘　博行

西岡　拓夫 小澤　繁之 宇佐美徹朗 宇佐美久美子 三浦　春子 煙上　啓介

中　　　博 杉田　久雄 六浦　雲渓 赤松　　茂 嶽肩　睦子 松野　　徹

嶽肩ヤス子 八尾　好三 鈴木　哲也 佐藤　宏子 神部　利明 神部はるみ

小笹　政子 金　　革起

細谷　勝美 細谷（夫人） 谷口　修一 石井　　進 浦辺　洋介 斎藤　賢一

佐藤　博由 海野　信宏 土居　　勇 小野寺 正 寺田 公彦 永井　　崇

吉川　俊之

君嶋　忠勝 豊田　敏子 中村　　一 柿内　和子 内藤　健 竹中　徳子

飯沼　郁夫 飯沼　英子 大西　祥江 永江　寿子 渡辺　利治 宍戸　正博

熊澤　弘充 菅野　　均 宮崎　博行 佐々木松三 來嶋　弘一 新島　豊子

常岡　光江 松尾 正美 加藤　和男 柳本　裕子

朝日山永子様

坂井美恵子 本田倫子

鶴 見

神奈川

港 北

緑

西

中

南

港 南

磯子金沢

保土ヶ谷旭

戸 塚

来賓同伴

事務員

【会員・同伴者】■ 設立記念式典参加者名簿（会員敬称略）
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