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当協会はゴム・エラストマー・ソフトマテリアルに関する科学・技術の進歩を通
して、人類の幸福と福祉を目指し、貢献していきます。 
  

 私たちの活動の目指すもの 

1. 会員の技術的・学術的能力向上 

2. 研究・科学技術の評価と情報発信 

3. 産業界の活性化・発展 

4. 政府、産業界への答申・提案 

5. 市民へのゴム・エラストマー・ソフトマテリアルの科学の啓蒙 
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日本ゴム協会の活動の目的 
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１．日本ゴム協会誌（月刊）の発行:   
ゴム・エラストマー・ソフトマテリアルに関する科学･技術にかかわる独創性溢れる研究論文と最新の話題や身
近な問題について関連するテーマごとに第一人者による最新かつ耳よりな情報を満載しています。  

２．三大行事の開催 
年次大会、夏期講座、エラストマー討論会の三つの行事を開催します。活発な討論が行われます。 

３．研究部会の設置と運営 
特定テーマについて研究調査を行い、部会員の資質の向上を図るとともにその成果を技術シンポジウムとして
世の中に還元しています。 

４．標準化活動 
ゴム工業における用語、試験法、原材料、各種製品の工業規格（JIS、ISO）の原案作成・答申等を行い、産業
界の活性化・合理化を図っています。 
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日本ゴム協会の活動 （1/2） 

https://www.srij.or.jp/


５．顕彰 
ゴム・エラストマー・ソフトマテリアルの研究・技術開発の奨励や研究業績の顕彰のため、日本ゴム協会賞、
オーエンスレーガー賞、ゴム技術有功賞、優秀論文賞、ゴム技術進歩賞、科学技術奨励賞、CERI若手奨励賞、
ブリヂストンソフトマテリアルフロンティア賞を設けています。 

６．支部活動 
地元にいながら最高の情報が得られるように、関東、東海、関西、九州の４支部が独自に工夫を凝らした見学
会、講習会、講演会を頻繁に開催しています。  

７．国際活動 
（１）国際ゴム技術会議（IRC）の日本開催（１０年に１回）と代表派遣ならびに協力 
（２）アジア諸国間の技術会議および論文誌に関する協議  
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日本ゴム協会の活動 （2/2） 
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日本ゴム協会の会員とメリット 

会員の 
種類 

会員数
（2016.3） 

会費 
（入会金） 

三大行事での
発表 

日本ゴム協会誌 
の送付 

行事参加費
の割引 

個人会員 
専用ページ 

正会員 1672 9000円（1000円） 可 １冊 割引 可 

学生会員 70 4500円（不要） 可 １冊 割引 可 

賛助会員 
社数：399 
口数：744 

1口 35000円 不可 １冊 
口数×2名 
まで割引 

不可 

 全国の科学者・技術者との交流、所属支部での講習会・講演会参加など、情報の発信・入手が容易になり仕事が
円滑に進みます。 

 専門出版物が会員価格で購入できます。 

 個人会員は専用ページから会員専用コンテンツを検索・閲覧できます。 

https://www.srij.or.jp/


 1927 「日本護謨協会」 関西に設立 
 1928 「東京護謨懇話会」 関東に設立、のちに「護謨協会」に改称 
 1932 「日本護謨協会」 東西協会が合体し発足、 「日本護謨協会誌」発刊 
 1937 社団法人化 
 1944 「日本ゴム協会」に改称 
 1949 「ゴム工業便覧」 出版 
 1975 「国際ゴム技術会議（IRC 1975 Tokyo）開催  
 1980 「ゴム技術の基礎」 出版 
 1985 「国際ゴム技術会議（IRC 1985 Kyoto）開催 
 1987 第一回エラストマー討論会 開催 
 1995  「国際ゴム技術会議（IRC 1995 Kobe）開催 
 2005  「国際ゴム技術会議（IRC 2005 Yokohama）開催 
 2012 一般社団法人への移行 
 2016   「国際ゴム技術会議（IRC 2016 Kitakyushu）開催 
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日本ゴム協会の沿革 
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日本ゴム協会の組織 
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行事名 内容 開催時期 

年次大会 ゴム･エラストマーに関する最新の研究･開発成果の発
表会です。およそ100件の発表があり、300名近い参加

者の交流の場となっています。優秀な発表に対する表
彰もおこなわれます。 
定時社員総会が併催されます。 

5月 

夏期講座 会員・業界のニーズに対応したテーマが基礎から応用
までわかりやすく解説され、講演者・参加者がひざをつ
き合わせて討論します。 

7月 
 

ェラストマー討論会 ゴム･エラストマーに関する研究発表会ですが、討論に
重点をおいています。およそ100件の発表があり、250

名近い参加者の交流の場となっています。優秀な発表
に対する表彰もおこなわれます。 

12月 
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活動紹介（１） 三大行事 

 

行事 
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分科会名・主査名 活動内容 

エラストマーの補強研究分科会 
 ロンドン大学  深堀 美英 

・研究課題：エラストマーの補強を“材料”、“補強構造・補強メカニズム”、“補強効果”の３つの要素として捉え、互いの関
係を様々な“測定・解析法”によって探ると共に、３者の統合を目指す。 
・活動状況：ゴム技術シンポジウム（1月頃） 

ゴムの力学研究分科会 
 横浜ゴム㈱ 小石 正隆 

・研究課題：ゴム材料やゴム製品の力学挙動に関し、解析、実験、シミュレーション（CAE）という異なる視点からの情報
や、企業、大学、ソフトベンダーという異なる立場からの情報を交換し議論する場を提供することで、ゴムの力学研究の発展と
応用展開に貢献する。 
・活動状況：ゴム技術シンポジウム（8月頃） 

トライボロジー研究分科会 
 金沢大学 岩井 智昭 

・研究課題：ゴム材料の摩擦・摩耗・潤滑に関して、材料設計、実験やシミュレーションなど幅広い視点から捉えるとともに、
地球環境保全のための高効率化、省資源化、リサイクル化などを考慮したゴム・エラストマーのトライボロジー設計に対する基
礎的から先進的研究を討論し探求する。 
・活動状況：ゴム技術シンポジウム（1月頃） 

分析研究分科会 
 協和界面科学㈱  星埜 由典 

・研究課題： 
・活動状況：①外部講師による最新分析技術に関する技術講演 ②分科会員による日頃の成果の技術講演 ③分科
会メンバーによる共同研究を実施（本年度のテーマ：各種分析法によるEPDM加硫ゴムの劣化分析）。ゴム技術シンポ
ジウム（11月頃） 
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活動紹介(2) 研究分科会-1 研究 基礎 
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分科会名・主査名 活動内容 

配合技術研究分科会 
 横浜ゴム㈱  鹿久保 隆志 

・研究課題：企業、大学、公的機関から基本的な配合手法や新原材料・新技術等を紹介することで相互に勉強し、
参加者各自のレベルアップ、さらには業界全体のレベルアップを目指した活動を行い、ゴム産業の発展に貢献する。 
・活動状況：ゴム技術シンポジウム（3月頃） 

ゴム練り研究分科会 
 ㈱久留米リサーチ・パーク 藤 道治 

・研究課題：ゴム練りにはゴム製品に対応した様々な練り方があり、多用されているインターナルミキサーの練り挙動が複
雑である事など多種多様な技術課題がある。この様な課題を少しずつ調査検討して明らかにし、実際に役立つゴム練り
技術を見出してゆく事を目指す。 
・活動状況：年４回の分科会を実施、ゴム技術シンポジウム（9月頃） 

成形加工技術研究分科会 
 元・横浜ゴム㈱  石川 泰弘 

・研究課題：(１)配合、混合、押出、圧延、加硫という各工程を通しで相互間を論じる(２)未加硫ゴムの物性と流動
の探索 (３)加工性改善策→材料面、機械面 (４)加工機に関する最近の知見及びその応用 
・活動状況：今年は特に(２)と(３)について重点的に行う。特に(２)は現在実験中である。ゴム技術シンポジウム（10
月頃） 

金型研究分科会 
 関西ゴム技術研修所  山口 幸一 

・研究課題：金型に関わる加硫成形、金型内のゴム挙動、金型設計・作製、金型の表面処理、金型汚染防止対策、
金型洗浄、成形トラブル、省資源化などに関する技術研鑚、課題解決と金型技術の継承・伝承を目指す。 
・活動状況：分科会活動を通して、技術・情報の収集、交換や技術講演、見学会を実施。ゴム技術シンポジウム（12
月頃） 

接着研究分科会 
 岩手大学 平原 英俊 

・研究課題：ゴム接着技術は、ゴム工業における極めて重要な生産加工技術の一つである。直接接着技術および接着
剤を適用する間接接着技術の双方を基礎的、理論的観点から討議し、実際に役立つ技術開発を目指す。 
・活動状況：ゴム技術シンポジウム（6月頃） 
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活動紹介(2) 研究分科会-2 研究 
設計 

生産 

https://www.srij.or.jp/


分科会名・主査名 活動内容 

環境劣化研究分科会 
 デンカ㈱  藤井 信彦 

・研究課題：ゴム原料及びゴム製品の様々な環境下での劣化の検出、メカニズム解析、寿命推定と長寿命化対策の立案 
・活動状況：年4回の分科会での専門家を招いての講習会・技術討論会の開催。また、ゴム技術シンポジウム（2月頃）
にて、劣化の基礎（メカニズム推定等）から応用（実用環境での劣化対策等）まで最新の話題を提供。 

衛生問題研究分科会 
 長岡技術科学大学 河原 成元 

・研究課題：ゴム製品（含 原料ゴム）、ゴム用薬品、プラスチック関連物質の生体安全性及び規制に関する調査研究 
・活動状況：自主的調査研究や大学、公的機関と連携して先端情報の収集活動を行った。天然ゴム、天然ゴムの分解、
ラテックス用ポンプ等について情報収集を行った。ゴム技術シンポジウム（2月頃） 

新世代エラストマー技術 
 研究分科会 
 東京工業高等専門学校 
  山本 祥正 

・研究課題：天然ゴム、グアユールゴム、新規合成ゴムおよびゴム関連材料の構造や物性に影響を与える様々な要因を細
部にわたって探求し、ゴム製品の分子レベルにおける真の姿をあらわにすること 
・活動状況：若手メンバー間でゴム材料の構造解析や物性評価法を検討し、それらの情報共有、ネットワーク構築、コア討
議、成果報告およびゴム関連メーカーでの新規材料技術習得を実施 

水素機器用エラストマー材料 
 研究分科会 
 九州大学 西村 伸 

・研究課題：水素ガスシール用エラストマー材料の研究開発の発展と応用展開を目指す 
・活動状況：水素機器に使用される水素ガスシール用ゴム・エラストマー材料の素材開発、シール部材開発、シール部材
ユーザーという異なる視点や立場からの情報交換、議論の場を提供する。ゴム・エラストマー材料の材料強度や化学構造に
対する高圧水素の影響評価、材料と水素の相互作用の解明に関する議論に基づき、ゴム・エラストマー材料の水素特性に
関するデータベース構築を進めている。ゴム技術シンポジウム（7月頃）にて活動状況を報告し、水素ガスシール用エラスト
マー材の現状と課題に関する話題を提供。 
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活動紹介(2) 研究分科会-3 研究 
安全 

機能 
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活動紹介(4)-関東支部 教育 

育成 
行事 

活動内容 

＊ゴム技術入門講座（6月）： 原材料から様々な加工工程を経てゴム製品となるまでの基本的事項を詳しく学ぶ入門講座 

＊若手からベテランのためのセミナー（8月）： 現場で役立つ基本的な技術及び材料情報を深く分かり易く解説するセミナー 

＊見学会（9月）： コム材料を含む様々な製造現場を見学し、「見たい、聞きたい、知りたい」という人間本来の願望を満たす会 

＊『新しい製品と技術』 総合紹介講演会（10月）： 新規原材料及び加工機械、試験機器などの新製品についてメーカーの担当者が  
技術面から直接紹介する講演会（一部の商品についてはサンプルやカタログの展示もあり） 

＊秋期ゴム技術講習会（11月）： ゴム材料の問題点とその解決法、新規ゴム材料開発の基本的な考え方、加工方法の改善などについ
て、 4 ~ 5 年以上の経験を有する中堅のゴム技術者に対する 講義（年度毎に特定テーマを設定し、深く掘り下げた講義を実施） 

＊講演会と支部交流会（12月）： 支部会員間交流の活発化のための講演会と交流会 

＊技術講演会（2月）（東北ポリマー懇話会との共催）： 東北地区会員からの要望にもとづいたゴム技術関連テーマの講演会  

＊アドバンテックセミナー（2月）： 既存のゴム材料に代わる新規ソフトマテリアルの開発動向とそのユニークな利用方法など新しいテー
マを中心とした講演会（既存ゴム材料の高機能化及び高付加価値化、ゴム材料の新展開も含む） 

 
○支部長よりひとこと： 関東支部は、北海道から関東地方までの広い範囲の会員の皆様に、会員であることを実感できるような価値あ
るサービスを提供することに常に心がけています。今後とも関東支部の活動にご理解、ご支援、ご協力をお願いします。 

https://www.srij.or.jp/
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活動紹介(4)-東海支部 教育 

育成 
行事 

活動内容 

＊月例講演会（４月、６月、１０月）： トレンドなテーマの学術講演と紹介講演を提供。１０月は、名古屋以外の都市で開催。 

＊支部会議（6月）： 定例支部活動報告に加えて、ユニークなテーマでの特別講演会、会員交流の場である懇親会を開催。 

＊ゴム技術入門講座（7月）： 昭和37年から開催している支部主要イベントで毎年100名を超える方が受講。原材料から加工、試験法ま
で、ベテラン講師陣から実経験を踏まえた講習で学ぶ。また、質疑応答には充分時間を取って、疑問点はその場で解消。 

＊見学会（9月）： ゴム関連にとどまらない幅広い知見習得の場として、東海地区を中心とした企業の見学会を実施。 

＊東海支部発セミナー（1月）： ４～５件の講演を通して選択テーマの全体像が明確となるような構成で実施。毎年テーマは変更。 

＊総合紹介講演会＆展示会（2月）： ゴム関連企業の新技術、新製品の紹介を目的とした展示会・講演会。参加企業、来場者とも、
年々、増加しており、地域唯一のゴム専門イベントとして大きく育てていく。 

 

○支部長よりひとこと：「ものづくり」の拠点にある支部として、『学』、『産業』間の懸け橋となれるように活動を進めていきます。 

https://www.srij.or.jp/
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活動紹介(4)-関西支部 教育 

育成 
行事 

活動内容 

＊サタデーセミナー（４月、６月、８月、１０月、１２月、２月）： ゴムおよびゴム周辺の科学・技術に関する基礎から応用について学んで頂く
機会を提供。 

＊若手セミナー（不定期・４〜５回）：  若手会員を対象とした、少人数のセミナー。基礎から学べる１テーマのインタラクティブなセミナー。 

＊支部会議（６月）： 支部活動報告と特別講演会を開催。 

＊６月例会講演会（６月）： 中国ゴム技術研究会と共催で岡山にて講演会を開催。 

＊９月例会講演会（９月）： 神戸ゴム科学研究会と共催で神戸にて講演会を開催。 

＊秋期ゴム技術講習会（１０月）：統一テーマにしたがって２日間に渡り、１０名前後の講師から各１時間の講演を頂いています。 

＊総合紹介講演会＆展示会（１１月）： 日本ゴム協会の会員に限らず、広く出展を募集し、ゴム及びその関連企業の展示会を主目的に
開催。展示頂く企業からの、各１５分程度の講演もあります。 

＊１１月例会講演会」（１１月）： 関西ゴム技術研修所と共催の講演会を開催。 

＊見学会（１月）： ゴムおよびゴム周辺の科学・技術に関する工場や研究所を見学。関連の講演会もあります。 

＊２月例会講演会（２月）： 広島ゴム技術員会と共催で広島にて講演会を開催。 

○支部長よりひとこと： 関西支部では、関西ゴム技術研修所との連携や中国地方の会員の皆様へのサービスにも力を注いでいます。ゴ
ム及びその関連の科学・技術を基礎からしっかり学習されている関西ゴム技術研修所研修生の皆様や、神戸・岡山・広島地区の皆様
に、日本ゴム協会関西支部の活動の魅力を知って頂けるような活動を今後も継続していきたいと考えています。 

https://www.srij.or.jp/
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活動紹介(4)-九州支部 教育 

育成 
行事 

活動内容 

＊支部会議・特別講演会（6月）： 新しい年度を迎えるにあたり，年間の事業計画を確認し，九州支部会員各位の交流を図るとともに，
様々な分野のエキスパートの方々を講師としてお招きし，ゴム技術に関する最先端の研究や新しい製品，技術に関して講演いただきま
す． 

＊ゴムの実践技術講座（8月）： 本講座は，主に企業の若手技術者，学生を対象とし，座学のみならず久留米工業高等専門学校殿の
ゴム試作設備，各種分析機器を使用し，配合，混練，成形，加硫といった一連のゴム製造プロセス，ゴムの物性評価，分析を系統的に
体験できる実習を含む充実した内容となっています．なお，本講座は2016年度より久留米工業高等専門学校殿と九州支部との連携協
定を締結しており，本連携協定に基づいて開催いたします． 

＊ゴム技術研究事例発表会」（9月）： 九州支部内外からゴム技術に関する話題提供を募集し，事例の発表会を開催しております．新し
い材料の創生，物性評価技術，ゴムの製造技術など，ゴム技術に関連する様々なテーマを報告していただいております． 

＊秋期ゴム・エラストマー技術講座（11月）： テーマを設定し，関連する研究者の方々を講師としてお招きした技術講座を開催しており
ます．設定されたテーマに関して，様々な角度から掘り下げた最先端の研究の話題を満載し，秋の一日を楽しんでいただいております． 

＊工場見学会（12月）： 九州には様々な産業の工場が設置されており，ゴムに関連する工場のみならず，様々な分野のものづくりの現
場を見学しております． 

＊新春講演会（1月）： 新年を迎えて開催する本講演会では，九州支部会員各位の交流を図るとともに，様々な分野のエキスパートの
方々を講師としてお招きし，ゴム技術に関する最先端の研究や新しい製品，技術に関して講演いただきます． 

https://www.srij.or.jp/


■出版・編集活動 

・機関紙： 日本ゴム協会誌 （紙媒体・電子媒体（J-STAGE）） 

日本ゴム協会誌はゴム・エラストマー・ソフトマテリアルの最新の技術や話題を満
載した貴重な情報源です。 

・出版： ゴム技術入門、ゴム技術の基礎、ゴム用語辞典、ゴム工業便覧 

 

 

 

 

 

■インターネットを通した情報発信活動 

・協会ウェブページの運営 

・個人会員専用ページ： 過去の三大行事予稿集の検索とPDF閲覧 

・ゴム協会メールマガジン『ゴムマガ』    
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活動紹介(5) 

出版 

編集 

情報 

発信 

https://www.srij.or.jp/
https://www.srij.or.jp/newsite/magazines/mokuji/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/gomu
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/gomu
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/gomu


■国際ゴム技術会議： 11年ぶりの開催が成功 

 IRC2016 Kitakyushu  ２０１６年１０月２４日-２８日 

「基礎をきわめてイノベーションへ」 

“Innovation Based On Basic Science” 

IRC2026 （2026年）の日本開催も決定！ 

 

日本ゴム工業会 ISO/TC45 

国内審議委員会を技術支援 

                    

 
THE SOCIETY OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY, JAPAN 

17 

活動紹介(6) 

国際
交流 

標準
化 

国際ゴム技術会議 (International Rubber 

Conference) は、世界各国で順次開催される 

ゴム・エラストマーの国際会議です。 

https://www.srij.or.jp/


顕彰 
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活動紹介(7) 顕彰 

名称 授与対象 授与者の資格 応募方法 授与件数 

日本ゴム協会賞 技術又はその産業分野の発展に寄与した者 会員 推薦 毎年2件以内 

ゴム技術進歩賞 研究課題について優秀な成績を示した者 会員 申請 毎年1件以内 

優秀論文賞 優秀と認められた研究論文 会員 推薦 毎年2件以内 

ゴム技術有功賞 ゴム・プラスチック工業関連技術の功績者 会員 推薦 毎年2件以内 

オーエンス・レー
ガー賞 

ゴム関連の学術および工業に貢献する貴重な研究
又は顕著な業績のあった者 

推薦 隔年1件以内 

科学技術奨励賞 ゴム技術の進歩発展に寄与する基礎業績を持つ者 会員 推薦又は申請 毎年1件以内 

CERI若手奨励賞 評価、加工等の科学技術の進歩に寄与する者 45歳以下の会員 推薦又は申請 毎年1件以内 

ブリヂストンソフト
マテリアルフロン
ティア賞 

ゴム技術・産業の発展に寄与する若手研究者 45歳以下 推薦又は申請 毎年フロンティ
ア賞1件、奨励
賞2件以内 

https://www.srij.or.jp/


日本ゴム工業会（123社） 

 練生地部会（4社） 

 ゴム引き布部会（3社） 

 防振ゴム部会（6社） 

 ゴム板部会（7社） 

 ライニング部会（5社） 

 ロール部会（7社） 

 ガス管部会（6社） 

 食品医療用品部会（5社） 

 コンドーム協議会（4社） 

 点字ブロック協議会（3社） 

 水道用ゴム協議会（7社） 

 

 ISO/TC45国内審議委員会（16分科会） 
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関連団体（地区団体） 

 北海道ゴム工業会 

 中部ゴム工業会 

 大阪ゴム工業会（35社） 

 兵庫ゴム工業会（6社） 

 兵庫ゴム工業協同組合（18社） 

 岡山ゴム工業会 

 中国ゴム工業協同組合 

 九州ゴム工業会 

 墨東ゴム工業会 

 葛飾ゴム工業会 

関連団体（業種団体） 

 日本自動車タイヤ協会 

   （JATMA） 

 日本ゴム履物協会 

 日本ベルト工業会 

 日本ゴムホース工業会 

 日本再生ゴム工業会 

 日本グローブ工業会 

 

 ウレタンフォーム工業会 

 

 関連団体（その他） 

 合成ゴム工業会 

 日本ゴム輸入協会 

 

 カーボンブラック協会 

 日本酸化チタン工業会 

 日本無機薬品協会 

  

 

 日本ゴム協会 
  関東支部/東海支部/九州支部 
  関西支部 
  （中国ゴム技術委員会/広島ゴム技術員会/  
    神戸ゴム科学研究会） 

出典：日本ゴム工業会 2014年報 

国際ゴム会議機構 
 International Rubber Conference 

Organization 
 
 
 

連携 

国際
交流 

https://www.srij.or.jp/


・フランス ゴム・プラスチック技術者協会 (AFICEP) 

 Association Francaise des Ingenieurs de  Caoutchuc et des Plastiques 

･ドイツゴム協会  Deutsche Kautschk-Gesellschaft e.v (DKG) 

・英国材料研究所 The Institute of Materials/UK (IoM) 

・英国ゴム・プラスチック研究所 

 Rubber & Plastics Research Association of Great Britain 

 (RAPRA Technology Ltd.)/ UK 

・オランダゴム研究所  Vereniging van Kunstoff en Rubbertechnogen 

・ノルウェーゴム工業研究所 

・フィンランドゴム技術協会 

・スウェーデンゴム技術研究所 

・チェコ化学工業会 ゴム部会 

・ゴム・ラテックス製品研究所/Russia Rubber & Latex Goods Research Institute 

・イランゴム工業技術研究所 

 

・国際ゴム会議機構 International Rubber Conference Organization (IRCO) 

・国際ゴム研究会 The International Rubber Study Group (IRSG) 

 

・ドイツゴム研究所（通称：DIK） 

 Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie e.V. 
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出典：ゴムの辞典 朝倉書店 

・米国化学会 ゴム部会 (Akron, Ohio) 

 Rubber Division , American Chemical Society 

・国際合成ゴム生産者会議 (Houston, Texas) (IISRP) 

 International Institute of Synthetic Rubber Producers , Inc. 

・米国ゴム工業会 (RMA) 

 The Rubber Manufacturers Association(USA) 

･日本ゴム協会 The Society of Rubber Science and Technology, Japan 

・北京ゴム工業研究設計院 

・マレイシアゴム研究開発局/マレイシアゴム研究所  

 Malaysian Rubber Research Board Rubber Research Institute of Malaysia 

・天然ゴム生産国協会 

 Association of Natural Rubber Producing Countries 

・インドゴム研究所 

・オーストラリアゴム・プラスチック研究所 

・韓国ゴム学会 

連携 国際
交流 

https://www.srij.or.jp/
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日本ゴム協会の会員数の推移 
会員の種類 会員数（2017.3）    (対前年増減) 

名誉会員 9 

正会員 1645 (-1.62%) 

学生会員 75 (+7.1%) 

賛助会員 社数：400 (+0.2%)、  口数：745 (+0.1%) 

年度末会員数の推移 
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https://www.srij.or.jp/

