経営行動研究学会役員一覧 （任期３年（2015/6/1～2018/5/31）
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浅井 紀子,粟屋 仁美,飯島 寛一,池内 秀己,石井 脩二,石井 泰幸,石毛 昭範, 石山 伍夫, 板倉 宏昭,
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★金山 権,★亀川 雅人,亀谷 祥治,★菊池 敏夫, 菊澤 研宗,城川 俊一,金 在淑,★厚東 偉介,
★齋藤 貞之,★櫻井 克彦,佐久間 信夫,★佐々木 茂,佐藤 信彦,新川

本,新川 正子,篠﨑 香織,杉田 あけみ,

鈴木 岩行,★ 関岡 保二,高垣 行男,高橋 淑郎,高橋 正泰,竹野 忠弘,丹野 勲, 土屋 勉男, 対木 隆英,
辻村 宏和,津田 秀和,董

光哲,仲間 妙子,西川 智登, 西村 香織, 野村 千佳子,長谷川 惠一,樋口 和彦,

★樋口 弘夫,日野 隆生,平田 光弘,松本 芳男,★村上 睦, 安田 元三,安田 聡子,谷内 篤博,山中 伸彦,
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◆各種委員会
運営委員会（◎印は委員長）
◎太田 三郎, 亀川 雅人, 厚東 偉介,齊藤 貞之,櫻井 克彦,佐々木 茂,関岡 保二, 樋口 弘夫
総務委員会（◎印は委員長，○印は副委員長）
◎太田 三郎,○鈴木 岩行,○西川 智登,岩井 清治,菊池 友子
組織委員会（◎印は委員長，○印は副委員長）
◎樋口 弘夫,○金子 勝一, ○日野 隆生, 井上 善海, 石毛 昭範, 石山 伍夫,佐々木 利廣，
新川 本, 林 雅之, 樋口和彦, 安田聡子
学会報委員会（◎印は委員長，○印は副委員長）
◎佐々木 茂, ○丹野

勲, ○野村 千佳子, 青木 英孝, 加藤 巌, 坪井 明彦, 飛田 幸宏

年報編集委員会（◎印は委員長，○印は副委員長）
◎関岡 保二,○佐藤 信彦,○竹野 忠弘, 城川 俊一, 金 在淑, 佐藤 憲正, 高橋 淑郎
田中 建二, 対木 隆英, 牧野 勝都, 松本 芳男, 村上 睦, 山田 仁志
研究委員会（◎印は委員長，○印は副委員長）
◎亀川 雅人, ○上野 哲郎,○長谷川 惠一, 浅井 紀子, 亀谷 祥治, 佐々木 一彰,佐久間 信夫
高橋 正泰, 中村 秀一, 仲間 妙子,谷内 篤博, 山中 伸彦
国際委員会（◎印は委員長，○印は副委員長）
◎厚東 偉介,○金山

権, ○村上

睦, 岩崎 功, 磯 伸彦, 飯島 寛一, 櫻井 克彦, 新川 正子,高垣 行男,

対木 隆英,董 光哲,長谷川 惠一,セリーテル・エリデネツール
役員推薦委員会（◎印は委員長）
◎太田 三郎, 岩井 清治,亀川 雅人, 厚東 偉介,齊藤 貞之,櫻井 克彦,佐々木 茂,関岡 保二, 樋口 弘夫，村上 睦
中部部会（◎印は委員長，○印は副委員長）
◎ 櫻井 克彦, ○上嶋 正博, 大西 幹弘, 浅井 紀子, 市古

勲,竹野 忠弘, 津田 秀和, 辻村 宏和, 堀田 友三郎

九州部会（◎印は委員長，○印は副委員長）
◎ 齊藤 貞之, ○増田 卓司, 白川 美知子, 新川 本, 西村 香織,城前 奈美, 李 只香，増田 幸一
関西部会 (準備中）
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