
歴代代表者 2021/8/3

年代 出来事 代表者 代表者所属等

１８９１（明治２４）１０月１０日 窯工会設立

１８９２（明治２５）　６月２９日　 大日本窯業協会に拡大

１８９３（明治２６）　３月 協会に会頭を置く（１９４２年５月まで） 　　会頭　品川弥二郎

１８９７（明治３０）　６月　

１８９８（明治３１）　４月

１９００（明治３３）　４月 　　会頭　榎本　武揚

１９０９（明治４２）　４月 　　会頭　金子堅太郎（１９４２年逝去まで）

１９１４（大正　３）１０月

１９１５（大正　４）　４月

１９１６（大正　５）　４月

１９１８（大正　７）　４月

１９２３（大正１２）　４月

１９２４（大正１３）　４月

１９２５（大正１４）　４月

１９２６（大正１５）　４月

１９２７（昭和　２）　８月２５日　　
社団法人大日本窯業協会設立認可
法人代表として理事長を置く

　　理事長　石川久羅四郎　　　 東京電気（株）

１９２８（昭和　３）　４月 　　理事長　大野　政吉 旭硝子（株）

１９３０（昭和　５）　４月 　　理事長　倉田　昌孝 三保舎

１９３２（昭和　７）　３月 　　理事長　阿部　謹爾 日本煉瓦製造（株）

１９３４（昭和　９）　４月 　　理事長　梅田音五郎　　　　　 南満鉱業（株）

１９３６（昭和１１）　４月 　　理事長　熊沢治郎吉　　　　　 東京工業試験所

１９３８（昭和１３）　４月 　　理事長　山田清太郎 陶磁器卸商

１９４０（昭和１５）　４月 　　理事長　近藤　清治 東京工業大学

１９４０（昭和１５）　６月 　　理事長　黒田　泰造 八幡製鉄所

１９４４（昭和１９）　４月 会長制を採用し副会長を置く 　　 会長　　黒田　泰造 八幡製鉄所

１９４５（昭和２０）　４月 　　 会長　　山内　俊吉 東京工業大学

１９４６（昭和２１）　９月２１日　　

１９４７（昭和２２）　４月 　　 会長　　山内　俊吉 東京工業大学

１９４８（昭和２３）　４月 　　 会長　　末野　悌六 大東製作所

１９４９〔昭和２４）　４月 　　 会長　　山内　俊吉 東京工業大学

１９５０（昭和２５）　４月 　　 会長　　徳根　吉郎　　 日本セメント（株）

１９５１（昭和２６）　４月 　　 会長　　中村　能一　　　　　　 旭硝子（株）

１９５２（昭和２７）　４月 　　 会長　　永井彰一郎 東京大学

１９５４（昭和２９）　４月 　　 会長　　安藤　豊禄　　　　　　 小野田セメント（株）

１９５５（昭和３０）　４月 　　 会長　　森谷　太郎 東京工業大学

１９５６（昭和３１）　４月 　　 会長　　江副孫右衛門 東洋陶器（株）

１９５８（昭和３３）　４月 　　 会長　　河嶋　千尋　　　　　　 東京工業大学

１９５９（昭和３４）　４月 　　 会長　　久保　季吉 日本板硝子（株）

１９６０（昭和３５）　４月 　　 会長　　大野　政吉 旭硝子（株）

１９６４（昭和３９）　４月 　　 会長　　山内　俊吉 東京工業大学

１９６６（昭和４１）　４月 　　 会長　　森谷　太郎 東京理科大学

１９６７（昭和４２）　４月 　　 会長　　秋吉　　致　　　　　　 東洋陶器（株）

１９６９（昭和４４）　４月 　　 会長　　倉田　元治 旭硝子（株）

　　　　　｜ 〃 　　　〃

１９７７（昭和５２）　 〃 　　　〃

１９７７（昭和５２）　５月 　　 会長　　田賀井秀夫　　　　　　 東京工業大学

１９７９（昭和５４）　５月 　　 会長　　大友　恒夫 秩父セメント（株）

１９８０（昭和５５）　５月 　　 会長　　素木　洋一　　　　　　 東京工業大学

１９８３（昭和５８）　５月 　　 会長　　田端　精一　　　　　　 佐々木硝子（株）

１９８５（昭和６０）　５月 　　 会長　　齋藤　進六　　　　　　 長岡技術科学大学

１９８７（昭和６２）１１月２６日

１９８５（昭和６０）　５月 　　 会長　　齋藤　進六　　　　　　 長岡技術科学大学

１９８８（昭和６３）　５月 　　 会長　　稲盛　和夫　　　　　　 京セラ（株）

１９９２（平成　４）　５月 　　 会長　　宇田川重和　　　　　 千葉工業大学

１９９３（平成　５）　５月 　　 会長　　柳田　博明　　　　　 東京大学

１９９４（平成　６）　５月 　　 会長　　古賀　義根　　　　　　 東陶機器（株）

１９９５（平成　７）　５月 　　 会長　　加藤　昭夫　　　　　　 九州大学

社団法人窯業協会への名称変更認可

社団法人日本セラミックス協会への名称変更認可
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１９９６（平成　８）　５月 　　 会長　　瀬谷　博道 旭硝子（株）

１９９７（平成　９）　５月 　　 会長　　曽我　直弘　　 京都大学

１９９８（平成１０）　５月 　　 会長　　秋元　勇巳 三菱マテリアル（株）

１９９９（平成１１）　５月 　　 会長　　一ノ瀬　昇　　　　　　 早稲田大学

２０００（平成１２）　５月 　　 会長　　岡村　鐘雄 日本特殊陶業（株）

２００１（平成１３）　５月 　　 会長　　平井　敏雄　　　　　　 東京理科大学

２００２（平成１４）　５月 　　 会長　　伊奈　輝三　　　　　 （株）INAX

２００３（平成１５）　５月 　　 会長　　平野　眞一　 名古屋大学

２００４（平成１６）　５月 　　 会長　　重渕　雅敏 東陶機器（株）

２００５（平成１７）　５月 　　 会長　　牧島　亮男　 北陸先端科学技術大学院大学

２００６（平成１８）　５月 　　 会長　　平岡　照祥　　 黒崎播磨（株）

２００７（平成１９）　５月 　　 会長　　安田　榮一 東京工業大学

２００８（平成２０）　５月 　　 会長　　藤本　勝司 日本板硝子（株）

２００９（平成２１）　６月 　　 会長　　新原　晧一　 長岡技術科学大学

２０１０（平成２２）　６月 　　 会長　　新原　晧一　 長岡技術科学大学

２０１０（平成２２）１０月１日

２０１０（平成２２）１０月 　　 会長　　新原　晧一　 長岡技術科学大学

２０１１（平成２３）　６月 　　 会長　　皿澤　修一　　 セントラル硝子（株）

２０１２（平成２４）　６月 　　 会長　　皿澤　修一　　 セントラル硝子（株）

２０１３（平成２５）　６月 　　 会長　　岡田　清 東京工業大学

２０１４（平成２６）　６月 　　 会長　　岡田　清 東京工業大学

２０１５（平成２７）　６月 　　 会長　　徳植　桂治 太平洋セメント（株）

２０１６（平成２８）　６月 　　 会長　　徳植　桂治 太平洋セメント（株）

２０１７（平成２９）　６月 　　 会長　　平尾　一之 京都大学 ・京都市成長産業創造センター

２０１８（平成３０）　６月 　　 会長　　平尾　一之 京都大学 ・京都市成長産業創造センター

２０１９（令和１）　　６月 　　 会長    有岡  雅行 日本電気硝子株式会社

２０２０（令和２）　　６月 　　 会長    有岡  雅行 日本電気硝子株式会社

２０２１（令和３）　　６月 　　 会長    黒田 一幸 早稲田大学 

公益社団法人日本セラミックス協会に移行


