
最高顧問 稲村雲洞 小林抱牛 中野北溟

常任顧問 大井錦亭 加藤湘堂 小山やす子 米本一幸

顧　　問 皆川雅舟

理　　事 飯島春美 石飛博光 恩地春洋 岸本太郎 貞政少登 菅野清峯 關正人

田岡正堂 仲川恭司 林竹聲 船本芳雲 宮崎紫光 吉田成堂

監　　事 神郡愛竹 渡辺墨仙

総　　務 阿部海鶴 薄田東仙 鬼頭墨峻 関口春芳 大楽華雪 竹内鳳仙 辻元大雲

長井蒼之 中村雲龍 林蕉園

評 議 員 遠藤彊 大平匡昭 柿下木冠 片岡重和 小林畦水 小原道城 作田英嗣

下谷洋子 田村空谷 辻井京雲 中原茅秋 長谷川牧風 浜谷芳仙 藤澤麦草

松井玉筝 水川舟芳 三宅相舟 百瀬大蕪 柳碧蘚 山中翠谷

参　　事 貝原司研 香川倫子 小島碧雲 志津和子 高橋静豪 森本龍石

名誉会員 小野桂甫 水嶋山耀

参与会員 井上星峰 尾形鼎山 木下玉泉 小池恵苑 越水春汀 仙場右羊 高城双鶴

武政北総 鳥山岳風 満岡敬桑 森本妙子 安井喜代 矢萩春恵 湯浅奇峰

審査会員 相原雨雪 赤熊玉蓉 赤平泰処 秋葉敬真 足立翠泉 荒井青荘 荒金大琳

荒木大樹 飯山素木 池末礼禧 池田早苗 池田若邨 石井明子 石川眩濤

石崎閑雲 石原太流 板垣洞仙 伊藤吟雪 伊藤漠仙 井上翠園 井之上南岳

今江美登里 岩田明倫 上原修陽 梅田紫容 衛藤白雨 大川壽美子 大立祥玉

大野祥雲 大林靖芳 大矢豊苑 大和久霽月 小川秀石 小川對山 尾崎學

小山鳳来 加藤煌雪 加藤裕 金井昭堂 金敷駸房 兼岡白葉 金子大蔵

叶澄石 川崎尚麗 木島永竣 北川淑子 北島露光 北野攝山 城戸眩山

紀平有石 木村朱炎 喜代吉牛 久保田心耀 栗崎浩一路 紅林幸子 黒田玄夏

小池逢花 小竹石雲 小谷抱葉 後藤啓太 小林琴水 小伏小扇 駒込大巍

近藤春湖 齋藤菖園 佐伯司朗 嵯峨大拙 酒井美春 阪口大儒 坂本素雪

櫻井凌花 佐藤清香 佐藤帯雪 佐野玉帆 嶋溪翠 島村操 菅井松雲

鈴木響泉 鈴木龍峰 鈴木不倒 砂本杏花 外林道子 當間きよみ 高木光風

高田宏苑 武田綾苑 橘彰悦 溪口幽城 種谷萬城 千葉蒼玄 寺田白雲

遠山白雲 徳野恵美子 豊田法子 豊平峰雲 鳥宮暁秀 中井言玉 中塚博子

中西浩暘 中西東李 中原志軒 永守蒼穹 成田寿苑 名和玉芳 西久保翠丘

西林乗宣 日守菜穂子 野崎小華 蓮見光春 畠山華堂 初見太清 平野春汀

平野翠甫 福島松溪 藤野北辰 保坂春翔 細渕柳青 堀吉光 本波棲亭

本間太洲 前川隆央 増子哲舟 松田龍子 松野光遠 松本鉞生 丸尾鎌使

三浦白 三上栖蘭 南奎雲 三野透穹 美濃北濤 宮澤梅径 宮本博志

向井虹峰 向井三聖 武良霜伯 村崎萬径 室井玄聳 望月大弦 望月大耿

森桂風 森本子星 柳澤朱篁 柳田純一 山内太鶴 山内滴翠 山田鳳仙

山中秋邦 横澤白嶺 吉澤秀香 吉田青雲 渡部會山 渡辺美明

「現代日本の書代表作家台北展」出品者



会　　員 会津千寿子 青野綾象 渥美白梢 阿部一皋 阿部晴山 雨宮聖泉 安念奎草

安保天寿 伊藤柳静 岩柳陽子 上西玄象 遠藤観岳 大木明子 大場清流

大前幽香 奥村桂風 越智満華 小野蕙厚 加島静睦 加藤絳雪 金澤嶺雪

川鍋美枝子 北澤翠香 窪田華岳 熊川景子 黒沼映柳 児玉最川 小林麗光

小宮桃幸 故山柏亭 齊藤千尋 斎藤龍堂 桜井靖雲 佐々木優子 棧敷東煌

佐藤祥雲 篠原花影 白井進 鈴木紫晃 高橋秀扇 高橋如水 高村華陽

田中則子 玉井瑩門 田町悠俊 堤智子 中田紅風 中野蘭芬 中山春葉

西岡春翠 馬場虹苑 葉山光波 原田尚華 三浦蕙舟 水林玉蓮 宮島小竹

森桂山 森川巨邨 矢澤藤雄 八十川堂 山田秋邨 山保櫻華 山本枝折

山本秦鼎 渡辺一夢


