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堀　切　善次郎 内務大臣、都公安委員長 福島市

三　澤　敬　義 東大附属病院長、日本内科学会理事 郡山市

赤　堀　信　平 彫刻家、日本美術家連盟会員、日展評議員 いわき市

斉　藤　　　勇 文学博士、東大教授、学士院会員 梁川町

太　田　耕　造 法大教授、文部大臣、亜細亜大学長 二本松市

春日部　たすく 画家（水彩）、県美展運営委員 会津若松市

蓮　沼　門　三 社会教育者、修養団結成者 喜多方市

飯　沼　一　省 埼玉、静岡、神奈川県知事、東京都長官 会津若松市

草　野　心　平 詩人、日本文芸家協会、日本ペンクラブ理事 いわき市

高　田　富　與 札幌市長、衆議院議員、北海道県人会連合会会長 いわき市

鈴　木　　　勝 医学博士、日大名誉教授、日本歯科医師会長 柳津町

草　野　熊　吉 社会福祉事業家、保護司 小野町

渡　邉　萬次郎 理学博士、東北大理学部長、日本ユネスコ国内委員 福島市

安　藤　孝　俊 全国漁業共済会長、全国漁業協同組合連合会会長 長沼町

真　船　　　豊 劇作家、小説、評論 郡山市

寺　田　四　郎 法学博士、上智大教授、同名誉教授 二本松市

星　野　喜代治 日本不動産銀行頭取、会長、相談役 会津若松市

斎　藤　　　清 版画家、国画会会員 会津坂下町

草　野　義　一 日本軽金属社長、経団連常任理事 いわき市

岩　淵　悦太郎 国立国語研所長、国語学会代表理事 白河市

古　関　裕　而 作曲家、日本作曲家協会常務理事 福島市

松　本　信　一 医学博士、京都帝大医学部長、日本学士院会員 会津若松市

本　間　嘉　平 大成建設㈱社長、会長 喜多方市

本　田　安　次 文学博士、早大教授、国文化財審議会委員 本宮町

小野田　　　忠 理学博士、金門製作所社長、会長 双葉町

今　野　源八郎 経済学博士、東大教授、日本交通学会会長 相馬市

三　坂　耿一郎 彫刻家、日本彫塑会理事、立教女子短大教授 郡山市

倉　田　元　治 旭硝子㈱社長、会長、日本光学取締役 会津若松市

前　田　　　實 秋田銀行頭取、会長、経団連評議員 会津高田町

金　成　増　彦 富士電気社長、経団連常任理事 いわき市

大　平　善　梧 法学博士、東京商大法学部長、青山学院大名誉教授 会津若松市

伊　藤　久　男 歌手、日本歌手協会副会長、常任理事 本宮町

服　部　元　三 川崎汽船社長、会長 福島市

荒　川　秀　俊 福岡管区気象台長、気象研究所長 白河市

常　盤　大　空 画家、日本美術院友、日本美術院同人 古殿町

柏　村　信　雄 警察庁長官、海外移住事業団理事長 会津若松市

高　橋　信　次 医学博士、愛知県ガンセンター総長 二本松市

吉　井　　　忠 画家（油彩）、主体美術協会会員 福島市
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小　林　健　治 東京地裁・札幌地裁・東京高裁判事 白河市

山　田　　　榮 文学博士、東京教育大教育学部長、同名誉教授 会津高田町

山　本　友　一 歌人、「地中海」創設者、歌会始選者 福島市

野　地　紀　一 清水建設㈱会長 新地町

渡　邉　得之助 大阪大学名誉教授、アリアンス・フランセーズ大阪理事長 郡山市

平　間　文　寿 声楽家 福島市

大　内　三　郎 四国電力㈱取締役社長 岩代町

星　　　光　一 工学博士、北海道大名誉教授 会津若松市

江　尻　　　進 日本新聞協会専務理事 いわき市

遠　藤　貞　一 建設省監査官、建設省専門委員・顧問 岩代町

小　野　　　譲 医学博士、国際気管食道科学会会長 伊達町

角　田　文　衛 文学博士、平安博物館館長 桑折町

澤　田　　　悌 公正取引委員会委員長、日本住宅公団総裁 須賀川市

森　田　倭文子 京都外国語大学最高顧問、国際平和協会会長 会津若松市

佐　藤　潤四郎 ガラス工芸家、日本ｸﾗﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ協会理事長 郡山市

松　本　留  義 東京都総務局長、明治大学理事長 船引町

南          武 東京慈恵会医科大学教授、国立西埼玉中央病院長 月舘町

大　山　忠　作 日本画家、日本芸術院会員 二本松市

五十嵐　　　集 帝人㈱副社長、帝人殖産㈱代表取締役社長 北塩原村

鎌　田　　  正 東京教育大学教授、東京成徳短大副学長 相馬市

藤　田　眞之助 東京逓信病院長、日本国際医学協会理事長 白河市

長谷川　謙　浩 川崎重工業社長、会長 金山町

長　澤　孝　一 東海銀行常務取締役、日本車輌製造副社長 福島市

丘　　　灯至夫 作詩家 小野町

市　川　惣三郎 日本フローリング工業会会長 船引町

木　村　英　一 大阪市立大学学長 本籍いわき市　

佐　藤　静　司 彫刻家 郡山市

山　崎　研　治 名古屋大学経済学部長、名誉教授 いわき市

田　沼　文　蔵 ㈱グリーンハウス社長、(社)日本給食ｻーﾋﾞｽ協会会長 下郷町

岩　崎  俊　一 東北工業大学学長、日本学術会議会員 郡山市

長　岡　　毅 日本通運㈱代表取締役会長 いわき市

今　泉　亀　徹 岩手医科大学名誉教授 郡山市

大　高　正　人 建築家 三春町

川　島　廣　守 内閣官房副長官、日本鉄道建設公団総裁、ｾﾘーｸﾞ会長 会津若松市

荒　川　清　美 日本体育大学名誉教授、（財）日本ﾊﾝﾄﾞﾎﾞーﾙ協会顧問 会津若松市

皆　川　迪　夫 中央選挙管理会委員長、（財）救急振興財団理事長 只見町

松　浦　　　京 日本赤十字社医療センター看護部長 浪江町

湯　浅　譲　二 作曲家、カリフォルニア大学名誉教授 郡山市
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佐　藤　安　太 (社)日本玩具協会会長、㈱タカラ取締役社長 いわき市

小　島　美　子 江戸東京博物館研究員、国立歴史民族博物館名誉教授 福島市

高　野　喜　長 箏曲演奏家、作曲家 いわき市

橋　元　四郎平 最高裁判所判事、弁護士 三春町

亀　山　正　邦 京都大学名誉教授、（財）住友病院長 いわき市

岩　間　芳　樹 脚本家、(社)日本放送作家協会理事長 福島市

佐　藤　庄市郎 最高裁判所判事、弁護士 福島市

鈴　木　幸　壽 東京外語大学長、同名誉教授、和洋女子大学学長 白河市

菊　地　泰　次 京都大学農学部長、同名誉教授、平安女学院院長 会津若松市

市　川　昭　介 作曲家、(社)日本作曲家協会理事長 郡山市

金　田　幸　三 ㈱ニチレイ代表取締役役社長、（財）食品産業ｾﾝﾀー会長 白河市

渡　部　　　忍 日本警察医会副会長、(社)青森県農村医学会会長 相馬市

橋　本　堅太郎 彫刻家、日本芸術院会員、(社)日展常務理事事務局長 二本松市

砂子田　    隆 消防庁長官、危険物保安技術協会特別顧問 福島市

大　堀　　　勉 （学）岩手医科大学理事長、岩手医科大学学長 会津坂下町

小　林　研一郎 指揮者、東京芸術大学教授 いわき市

遠　藤　　　實 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部特命全権大使 郡山市

樽　井　史　朗 キューピー株式会社代表取締役社長 常葉町

朝　倉　利　光 北海道大学名誉教授、北海学園大学大学院工学研究科長 飯野町

後　藤　　　亘 （株）エフエム東京代表取締役社長 福島市

古　川　　　清 東宮大夫、駐アイルランド大使 郡山市

髙  橋　嘉　右 文部省高エネルギー物理学研究所副所長 保原町

志　賀　信　夫 放送評論家、放送批評懇談会理事長 浪江町

黒　澤　吉　蔵 日本画家、創画会理事 郡山市

橋　本　伸　一 第一勧業銀行取締役、（株）安川電機社長 郡山市

金　子　明　友 筑波大学副学長、日本女子体育大学学長、筑波大学名誉教授 須賀川市

細　井　良　雄 彫刻家、二科会理事、広島市立大学名誉教授 田島町

常　盤　文　克 花王（株）社長・会長、東京理科大学大学院客員教授 浪江町

髙　橋　俊　雄 (財)佐々木研究所附属杏雲堂病院院長、都立駒込病院名誉院長 二本松市

今　井　珠　泉 日本画家、日本美術院同人・評議員、広島市立大学名誉教授 白河市

井   上　   登 クリナップ（株）名誉会長、元ステンレス浴槽工業会会長 広野町

近  内  誠  登 宇都宮大学名誉教授、元日本学術会議会員 郡山市

室 井 東 志 生 日本画家、日展監事 下郷町

奥　村　晃　三 ＤＩＣ(株)社長・会長、化成品工業協会会長 鹿島町

高   久　   晃 富山医科薬科大学学長、日本脳神経外科学会会長 会津若松市

長 嶺 ヤ ス 子 舞踊家、画家 会津本郷町

白　 岩　　 保 関西ペイント（株）社長・会長、日本塗料工業界会長 三春町

森　田　嘉　一 （学）京都外国語大学理事長・総長、日本私立大学協会副会長 会津若松市

寺 　田　　 弘 詩人　日本詩人クラブ会長 郡山市
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八　木　紹　夫 （株）富士通ゼネラル　代表取締役社長・会長 須賀川市

菅野　長右エ門 宇都宮大学学長 桑折町

田　口　安　男 東京藝術大学名誉教授、いわき市立美術館名誉館長 いわき市
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