
研修修了証交付者リスト 

＜平成 22 年度＞ 

今泉 一廣     今泉 泰子    浦川 武之     菅野 健次 

久徳 きみよ    木下 洋一    栗田 眞宏    黒川 栄二 

河野 美賀     佐藤 佳孝    野瀬 毅     野瀬 紀明 

広瀬 敬次     松川 隆      三谷 武     森 康臣 

吉岡 麗子     渡辺 和光    渡部 辰治 

 

＜平成 23 年度＞ 

今泉 一廣     今泉 泰子    浦川 武之    菅野 健次 

木下 洋一     黒川 栄二        河野 美賀    佐藤 佳孝 

篠原 仁      正岡 智之    松川 隆     三谷 武 

森 康臣      吉岡 麗子    渡辺 和光    渡部 辰治 

 

＜平成 24 年度＞ 

石丸 洋      今泉 一廣    今泉 泰子    浦川 武之 

菅野 健次        木下 洋一     黒川 栄二       河野 美賀 

近藤 奈穂子    佐藤 佳孝    松川 隆     三谷 武 

森 康臣      森山 太         矢内原 樹      吉岡 麗子 

渡辺 和光     渡部 辰治 

【理事長表彰 1 回】 

浦川 武之 

 

＜平成 25 年度＞ 

石丸 洋      浦川 武之    菅野 健次    木下 洋一 

栗田 眞宏     黒川 栄二    河野 美賀    小林 達也 

近藤 奈穂子    佐藤 牧子    佐藤 佳孝    野口 いち子 

松川 隆      三谷 武     森 康臣     森山 太 

吉岡 麗子     渡辺 和光    渡部 辰治 

【理事長表彰 1 回】 

今泉 一廣     今泉 泰子    河野 美賀    佐藤 佳孝 



松川 隆      渡部 辰治 

 

＜平成 26 年度＞ 

石丸 洋      今泉 一廣    今泉 泰子    浦川 武之 

木下 洋一     栗田 眞宏    黒川 栄二    小林 達也 

近藤 奈穂子    佐藤 佳孝    野口 いち子   長谷部 久明 

三谷 武      森 康臣     森山 太     吉岡 麗子 

渡部 辰治 

【理事長表彰 2 回】 

黒川 栄二 

【理事長表彰 1 回】 

菅野 健次     木下 洋一    三谷 武     吉岡 麗子 

渡辺 和光 

 

＜平成 27 年度＞ 

石丸 洋      浦川 武之    尾﨑 敏浩     菊池 眞二 

木下 洋一     栗田 眞宏    黒川 栄二     小林 達也 

近藤 奈穂子    佐藤 佳孝    三谷 武      目戸 美香 

森 康臣      森山 太     吉岡 麗子     渡部 早岐 

渡部 辰治 

【理事長表彰 1 回】 

森 康臣 

 

＜平成 28 年度＞ 

石丸 千鳥     石丸 洋     浦川 亜矢     浦川 武之 

岡田 亮      尾﨑 敏浩    川﨑 佐智子    菅野 健次 

木下 洋一     黒川 栄二    近藤 奈穂子    佐藤 佳孝 

三谷 武      目戸 美香    森 康臣      森山 太 

吉岡 麗子     渡部 早岐    渡部 辰治 

【理事長表彰 1 回】 

森山 太 

 

＜平成 29 年度＞ 



石丸 洋      浦川 亜矢     浦川 武之     岡田 亮 

尾﨑 敏浩     菅野 健次     木下 洋一     黒川 栄二 

近藤 奈穂子    佐藤 佳孝       田窪 京子     冨永 惠子 

日野 香織     松岡 嵐        三谷 武       目戸 美香 

森 康臣      森山 太          渡部 辰治 

【理事長表彰 2 回】 

浦川 武之 

【理事長表彰 1 回】 

石丸 洋     近藤 奈穂子 

 

＜平成 30 年度＞ 

石丸 千鳥     石丸 洋     浦川 亜矢     浦川 武之 

奥谷 直夫    小倉 正     尾﨑 敏浩    菅野 健次 

木下 洋一    黒川 栄二    近藤 奈穂子   佐藤 佳孝 

田窪 京子    冨永 惠子    日野 香織    廣谷 敬一 

松岡 嵐     三谷 武     目戸 美香    森 康臣 

森山 太     吉岡 麗子    渡部 辰治 

【理事長表彰 2 回】 

佐藤 佳孝    渡部 辰治 

 

＜令和元年度＞ 

【理事長表彰 3 回】 

黒川 栄二 

【理事長表彰 2 回】 

木下 洋一    三谷 武 


