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PASJ 月報 年会実行 天文教育 広報 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ ｼﾞｭﾆｱｾｯｼｮﾝ 開催地(開催場所)

佐藤文衛 (東京工業大学)

浅田秀樹 (弘前大学）

久野成夫 (筑波大学）

小出眞路 (熊本大学）

春日 隆 (法政大学）

伊藤洋一 (兵庫県立大学）

花輪和幸 (千葉大学）

徂徠和夫 (北海道大学）

山岡 均/町田正博 (九州大学）

谷口義明/寺島雄一 (愛媛大学）

政井邦昭 (首都大学東京）

須佐 元 (甲南大学）

林田 清 (大阪大学)

滝沢元和 (山形大学）

石丸友里 (ICU）

山田 亨 (東北大学）

田代 信 (埼玉大学）

仲野 誠 (大分大学）

太田耕司 (龍谷大学）

半田利弘 (鹿児島大学）

梅村雅之 (筑波大学）

藤本龍一 (金沢大学）

小嶌康史 (広島大学）

藤沢健太 (山口大学）

小川英夫 (大阪府立大学）

福田尚也 (岡山理科大学）

嶋作一大 (国立オリンピック記念青少年総合センター)

高羽 浩 (岐阜大学）

比田井昌英 (東海大学）

浅田 正 (九州国際大学）
富田晃彦  (和歌山大学）
馬場直志 (北海道大学）

成相恭二 (明星大学）

花見仁史 (岩手大学）

佐藤修二 (名古屋大学）

粟木久光 (愛媛大学）

谷口義明 (東北大学）

山内 誠 (宮崎シーガイア）

吉田龍生 (茨城大学）

黒田武彦 (イーグレひめじ/姫路市市民会館）

松元亮治 (千葉大学）

橋本 修 (群馬県総合教育センター）

牧島一夫 (東京大学）

山岡 均 (九州大学）

大谷 浩 (京都大学）

柴田晋平 (山形大学）

大橋隆哉 (東京都立大学）

田原博人 (宇都宮大学）

馬場 彩 山村一誠

第50代(公益社団法人日本天文学会第5期)

令和元年年6月8日～現在

鈴木 健 伊王野大介 鹿野良平 早野 裕 長瀧重博 松田有一 酒井 剛 富田晃彦 田村陽一

第49代(同上 第4期)

平成29年6月3日～令和元年6月8日

伊王野大介 山下卓也 早野 裕 柴田克典 嶋作一大 小宮山裕 寺田幸功

第47代(同上 第2期)

平成25年6月10日～平成27年5月31日

第48代(同上 第3期)

平成27年5月31日～平成29年6月3日

山下卓也 中村文隆 柴田克典 熊谷紫麻見 嶋作一大

中村文隆 本原顕太郎 熊谷紫麻見 松尾 宏 茂山俊和 青木和光 宮田隆志 山岡 均 尾中 敬 郷田直輝

青木和光 佐藤文衛 山岡 均 松原英雄渡邊鉄哉

大山真満 望月優子 田中培夫 立松健一

大石雅寿 関井 隆

牧島一夫 紀伊恒男

尾中 敬 郷田直輝

第47代(同上 第1期)

平成24年12月28日～平成25年5月26日

中村文隆 本原顕太郎 熊谷紫麻見 松尾 宏 茂山俊和 青木和光 宮田隆志 山岡 均

第46代(社団法人日本天文学会第38期)

平成23年1月1日～平成24年12月28日

本原顕太郎 竹田洋一 松尾 宏 田代 信 茂山俊和 柏川伸成 幸村孝由

第45代(同上 第37期)

平成21年1月1日～平成22年12月31日

竹田洋一 高田唯史 田代 信 田村元秀 堂谷忠靖 児玉忠恭 本間希樹 半田利弘

吉川 真

第44代(同上 第36期)

平成19年1月1日～平成20年12月31日

高田唯史 花岡庸一郎 田村元秀 北本俊二 堂谷忠靖 和田桂一 中本泰史

平成17年1月1日～平成18年12月31日

第43代(同上 第35期)

花岡庸一郎 杉山 直 北本俊二 関井 隆 蜂巣 泉 和田桂一

第42代(同上 第34期)

平成15年1月1日～平成16年12月31日

杉山 直 郷田直輝 関井 隆 松原英雄 蜂巣 泉 土橋一仁 土居 守 田 光江

百瀬宗武 田 光江

第41代(同上 第33期)

平成13年1月1日～平成14年12月31日

奥田治之 小杉健郎加藤万里子茂山俊和上野宗孝大橋隆哉立松健一松原英雄大石雅壽郷田直輝

唐牛 宏 杉本大一郎

内田 豊 佐藤修二紀伊恒男 尾中 敬 有本信雄 末松芳法 加藤万理子 沢 武文

立松健一 紀伊恒男 有本信雄 上野宗孝 吉川 真 沢 武文

第39代(同上 第31期)

平成9年4月1日～平成10年12月31日

柴田一成 田中培生

第40代(同上 第32期)

平成11年1月1日～平成12年12月31日

大石雅壽 柴田一成

日本天文学会歴代理事・監事一覧

代(期)
就任期間 庶務 会計

理事
監事

尾崎洋二 吉澤正則

家 正則 尾中 敬

田原博人 井上 允

井上 允 唐牛 宏

渡部潤一


