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略

歴

備

考

1

昭和28年10月 1日

尾崎 咢堂

安政 5年11月20日 元東京市長、元文部大臣、元司法大臣

昭和29年10月 6日逝去

2

昭和28年10月 1日

牧野 富太郎

文久 2年 4月24日 植物学者

昭和32年 1月18日逝去

3

昭和29年10月 1日

塩田 広重

明治 6年10月14日

元日本外科学会名誉会長、元東京大学医
昭和40年 5月11日逝去
科教授

4

昭和29年10月 1日

徳永 恕

明治20年11月21日

元東京都福祉事業協会理事、元民生委
員、元児童委員

5

昭和29年10月 1日

長谷川 如是閑

明治 8年11月30日 文筆家、元貴族院議員

昭和44年11月11日逝去

6

昭和29年10月 1日

ｳｨﾘｱﾑ･ｱｷｽﾘﾝｸﾞ

明治 6年 8月 9日 社会福祉事業家、宣教師

昭和38年 2月24日逝去

7

昭和30年10月 1日

川合 玉堂

明治 6年11月24日 日本画家

昭和32年 6月30日逝去

8

昭和30年10月 1日

前田 多門

明治17年 5月11日 元東京市助役、元文部大臣

昭和37年 6月 4日逝去

9

昭和37年 1月 9日

安井 誠一郎

明治24年 3月11日 元東京都知事

昭和37年 1月19日逝去

10

昭和40年 5月 3日

喜多 六平太

明治 7年 7月 7日 能芸家

昭和46年 1月11日逝去

11

昭和40年 5月 3日

小泉 信三

明治21年 5月 4日 教育家、元慶応義塾塾長

昭和41年 5月11日逝去

12

昭和40年 5月 3日

徳川 夢声

明治27年 4月13日 放送芸能家

昭和46年 8月 1日逝去

13

昭和40年 5月 3日

武者小路 実篤

明治18年 5月12日 作家、芸術院会員

昭和51年 4月 9日逝去

14

昭和40年 5月 3日

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｱﾝｼﾞｭ･
ﾇｴｯﾄ

明治18年 3月30日 詩人、元東京大学講師、文学博士

昭和44年 9月30日逝去

15

昭和55年10月 1日

石綿 さたよ

明治30年 1月23日 社会福祉法人「愛児の家」理事長

平成元年 4月22日逝去

16

昭和55年10月 1日

奥村 土牛

明治22年 2月18日 日本画家

平成 2年 9月25日逝去

17

昭和55年10月 1日

北村 西望

明治17年12月16日

昭和62年 3月 4日逝去

18

昭和55年10月 1日

野上 弥生子

明治18年 5月 6日 作家

昭和60年 3月30日逝去

19

昭和55年10月 1日

宮下 知一郎

明治24年 5月 6日 元民生委員、児童委員

昭和56年 9月25日逝去

20

昭和55年10月 1日

山崎 喜作

明治23年 4月15日 東京庭球協会名誉会長

昭和60年 2月12日逝去

21

昭和56年10月 1日

東 龍太郎

明治26年 1月16日 元東京都知事、日本赤十字社名誉社長

昭和58年 5月26日逝去

22

昭和56年10月 1日

賀川 ハル

明治21年 3月16日 社会福祉法人雲柱社理事長

昭和57年 5月 5日逝去

23

昭和56年10月 1日

兒玉 九十

明治21年11月15日

平成元年12月15日逝去

24

昭和56年10月 1日

上代 タノ

明治19年 7月 3日 教育家、日本女子大学名誉教授

25

昭和57年10月 1日

藤田 たき

明治31年12月23日

1

彫刻家

教育家、明星学苑長

昭和48年 1月11日逝去

昭和57年 4月 8日逝去

元津田塾大学学長、元日本婦人有権者同
平成 5年 1月 4日逝去
盟会長
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26

昭和57年10月 1日

阿 観心

明治32年12月25日

27

昭和58年10月 1日

黒川 利雄

明治30年 1月15日 財団法人癌研究会附属病院名誉院長

昭和63年 2月21日逝去

28

昭和58年10月 1日

司 忠

明治26年10月 5日 丸善株式会社相談役

昭和61年 5月 1日逝去

29

昭和59年10月 1日

中川 一政

明治26年 2月14日 洋画家、春陽会会員

平成 3年 2月 5日逝去

30

昭和59年10月 1日

松本 重治

明治32年10月 2日 財団法人国際文化会館理事長

平成元年 1月10日逝去

31

昭和60年10月 1日

和達 清夫

明治35年 9月 8日

中央公害対策審議会会長

平成 7年 1月 5日逝去

32

昭和60年10月 1日

織田 幹雄

明治38年 3月30日

日本陸上競技連盟名誉副会長

平成10年12月 2日逝去

33

昭和61年10月 1日

土屋 文明

明治23年 9月18日 歌人、「アララギ」同人

平成 2年12月 8日逝去

34

昭和61年10月 1日

近藤 乾三

明治23年11月 3日 能楽師、宝生流シテ方

昭和63年10月 1日逝去

35

昭和62年10月 1日

岩本 薫

明治35年 2月 5日

棋士、日本棋院顧問

平成11年11月29日逝去

36

昭和62年10月 1日

荒垣 秀雄

明治36年 7月19日

評論家、朝日新聞社社友

平成元年 7月 8日逝去

37

昭和63年 9月20日

中村 汀女

明治33年 4月11日

俳人

昭和63年 9月20日逝去

38

昭和63年10月 1日

芳村 五郎治

明治34年 7月25日

歌舞伎長唄演奏者、長唄協会会長

平成 5年11月25日逝去

39

昭和63年12月 5日

ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｮｾﾌ･
ﾏﾝｽﾌｨｰﾙﾄﾞ

明治36年 3月16日

駐日米国大使

平成13年 10月5日逝去

40

平成元年10月 1日

武原 はん

明治36年 2月 4日

日本舞踊家、武原流家元

平成10年 2月 5日逝去

41

平成元年10月 1日

有光 次郎

明治36年12月15日

日本芸術院長、元文部次官

平成 7年 2月22日逝去

42

平成 2年10月 1日

井伏 鱒二

明治31年 2月15日 作家、日本芸術院会員

平成 5年 7月10日逝去

43

平成 2年10月 1日

中城 イマ

明治37年 1月12日

社会福祉法人多摩同胞会理事長

平成14年 4月29日逝去

44

平成 3年10月 1日

田中 千代

明治39年 8月 9日

服飾デザイナー、学校法人田中千代学園
園長

平成11年 6月28日逝去

45

平成 3年10月 1日

杉山 寧

明治42年10月20日

日本画家、日本芸術院会員

平成 5年10月20日逝去

46

平成 3年11月 2日

醍醐 安之助

明治45年 6月 9日

前東京都議会議員

平成 3年11月 3日逝去

47

平成 4年10月 1日

磯村 英一

明治36年 1月10日

都市社会学者

平成 9年 4月 5日逝去

48

平成 4年10月 1日

杉村 春子

明治42年 1月 6日

俳優

平成 9年 4月 4日逝去

49

平成 5年10月 1日

井深 大

明治41年 4月11日

ソニー株式会社ファウンダー名誉会長

平成 9年12月19日逝去

50

平成 5年10月 1日

香川 綾

明治32年 3月28日 学校法人香川栄養学園学園長

2

昭和58年 8月31日逝去

平成 9年 4月 2日逝去
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51

平成 5年10月 1日

古井 喜実

明治36年 1月 4日

財団法人日中友好会館会長

平成 7年 2月 3日逝去

52

平成 6年10月 1日

吾妻 徳穂

明治42年 2月15日

日本舞踊家、吾妻流宗家

平成10年 4月23日逝去

53

平成 6年10月 1日

金子 鷗亭

明治39年 5月 9日

書家、社団法人創玄書道会理事長

平成13年11月 5日逝去

54

平成 7年10月 1日

松島 正儀

明治37年 8月15日

東京育成園理事長

平成 9年 4月 3日逝去

55

平成 7年10月 1日

脇村 義太郎

明治33年12月 6日

東京大学名誉教授、前日本学士院院長

平成 9年 4月17日逝去

56

平成 8年10月 1日

青木 半治

大正 4年 7月16日

財団法人日本陸上競技連盟会長、財団法
平成22年 5月30日逝去
人日本体育協会名誉会長

57

平成 8年10月 1日

黒澤 明

明治43年 3月23日

映画監督

58

平成 9年10月 1日

加藤 シヅエ

明治30年 3月 2日

社団法人日本家族計画連盟会長、元衆議
平成13年12月22日逝去
院議員、元参議院議員

59

平成 9年10月 1日

鈴木 俊一

明治43年11月 6日

財団法人東京国際交流財団会長、元東京
平成22年 5月14日逝去
都知事

60

平成 9年10月 1日

森繁 久彌

大正 2年 5月 4日

俳優

61

平成10年10月 1日

日野原 重明

明治44年10月 4日

聖路加国際病院理事長、聖路加看護大学
平成29年 7月18日逝去
名誉学長

62

平成10年10月 1日

森 光子

大正 9年 5月 9日

女優

平成24年11月10日逝去

63

平成11年10月 1日

田中 澄江

明治41年 4月11日

劇作家、小説家

平成12年 3月 1日逝去

64

平成11年10月 1日

三田 政吉

明治43年12月12日

株式会社明治座会長、社団法人東京都食
平成18年 1月25日逝去
品衛生協会会長

65

平成11年10月 1日

柳家 小さん

大正 4年 1月 2日

落語家、社団法人落語協会最高顧問

平成14年 5月16日逝去

66

平成12年10月 1日

隅谷 三喜男

大正 5年 8月26日

恵泉女学園理事長、日本学士院会員

平成15年 2月22日逝去

67

平成12年10月 1日

山田 五十鈴

大正 6年 2月 5日

女優

平成24年 7月 9日逝去

68

平成13年10月 1日

金田一 春彦

大正 2年 4月 3日

国語学者、邦楽研究家

平成16年 5月19日逝去

69

平成13年10月 1日

小宮 康孝

大正14年11月12日

染織家（江戸小紋）

平成29年10月24日逝去

70

平成13年10月 1日

島田 正吾

明治38年12月13日

俳優

平成16年11月26日逝去

71

平成14年10月 1日

山下 八百子

大正 9年 3月21日

染織家（黄八丈）

平成21年12月14日逝去

72

平成15年10月 1日

小柴 昌俊

大正15年 9月19日

東京大学名誉教授

令和2年11月12日逝去

73

平成16年10月 1日

緒方 貞子

昭和 2年 9月26日

独立行政法人国際協力機構理事長、前国
令和元年10月22日逝去
連難民高等弁務官

74

平成16年10月 1日

篠原 儀治

大正13年11月14日

風鈴職人

令和3年4月11日逝去

75

平成16年10月 1日

宮城 まり子

昭和 2年 3月21日

女優、ねむの木学園園長

令和2年3月21日逝去

（本名・村上 美津）

（本名・小林 盛夫）

（本名･山田 美津）

（本名･服部 喜久太郎）

（本名・篠原 謹一）

（本名・本目 真理子）

3

平成10年 9月 6日逝去

平成21年11月10日逝去
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76

平成17年10月 1日

岸本 忠雄

大正14年 5月30日

木彫刻師

77

平成17年10月 1日

野村 萬

昭和 5年 1月10日

狂言師（和泉流）、社団法人日本芸能実演
家団体協議会会長

78

平成17年10月 1日

古橋 廣之進

昭和 3年 9月16日

財団法人日本水泳連盟名誉会長、元水泳 平成21年 8月 2日逝去
選手
※「橋」は旧字体

79

平成18年10月 1日

ドナルド・キーン

大正11年 6月18日

日本文学研究者、コロンビア大学名誉教授 平成31年 2月24日逝去

80

平成18年10月 1日

辻 清明（せいめい）

昭和 2年 1月 4日

陶芸家

平成20年 4月15日逝去

81

平成18年10月 1日

西山 鴻月

大正10年 3月13日

押絵羽子板職人

平成26年11月 3日逝去

82

平成19年10月 1日

加瀬 三郎

大正15年 4月15日

折り紙作家、墨田区障害者団体連合会会
長

平成20年 4月11日逝去

83

平成19年10月 1日

多湖 輝

大正15年 2月25日

心の東京革命推進協議会会長、東京未来
大学学長、千葉大学名誉教授

平成28年 3月 6日逝去

84

平成19年10月 1日

松平 康隆

昭和 5年 1月22日

ミュンヘン五輪男子バレーボール優勝監督 平成23年12月31日逝去

85

平成20年10月 1日

川淵 三郎

昭和11年12月 3日

財団法人日本サッカー協会名誉会長

86

平成20年10月 1日

松本 源之助

大正13年 9月17日

江戸里神楽土師流四代目家元

87

平成21年 9月24日

王 貞治

昭和15年 5月20日

福岡ソフトバンクホークス株式会社取締役
会長、財団法人世界少年野球推進財団理
事長

88

平成21年 9月24日

加藤 一冑

昭和 8年 1月 4日

甲冑師

89

平成22年10月 1日

安達 雅一

昭和10年 1月 1日

染色家（東京手描友禅）

令和3年4月17日逝去

90

平成22年10月 1日

川崎 富作

大正14年 2月 7日

特定非営利活動法人日本川崎病研究セン
ター理事長

令和2年6月5日逝去

91

平成22年10月 1日

中村 芝翫

昭和 3年 3月11日

歌舞伎俳優

92

平成23年10月 1日

小野 喬

昭和 6年 7月26日

元体操選手、公益財団法人日本スポーツ
クラブ協会相談役

93

平成23年10月 1日

水木 しげる

大正11年 3月 8日

漫画家

94

平成24年10月 1日

北浦 雅子

大正10年 3月25日

社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を
守る会会長

95

平成24年10月 1日

山田 禎一

大正14年11月25日

医療法人社団研精会理事長、山田病院院
平成31年 1月23日逝去
長

96

平成25年10月 1日

岡野 俊一郎

昭和 6年 8月28日

日本サッカー協会最高顧問、国際オリン
ピック委員会名誉委員

97

平成25年10月 1日

三浦 雄一郎

昭和 7年10月12日

冒険家、プロスキーヤー

98

平成25年10月 1日

森 英恵

大正15年 1月 8日

デザイナー、森英恵ファッション文化財団
理事長

99

平成26年10月 1日

長嶋 茂雄

昭和11年 2月20日

元プロ野球選手、読売ジャイアンツ終身名
誉監督、日本オリンピック委員会名誉委員

100 平成26年10月 1日

三橋 國民

大正 9年 9月29日

造形美術家、日展会員、光風会名誉会員

（本名・野村 太良）

(本名・つじ きよはる）

(本名・西山 幸一郎）

(本名・加藤 博）

（本名・中村 栄次郎）

(本名・武良 茂)

4

平成29年10月 6日逝去

平成26年11月11日逝去

平成23年10月10日逝去

平成27年11月30日逝去

平成29年 2月 2日逝去

平成30年 2月 4日逝去
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101 平成26年10月 1日

山田 洋次

昭和 6年 9月13日

映画監督、脚本家

102 平成27年10月 1日

中根 喜三郎

昭和 6年 8月19日

江戸和竿師

103 平成27年10月 1日

福原 義春

昭和 6年 3月14日

株式会社資生堂名誉会長、東京都写真美
術館館長、東京芸術文化評議会会長

104 平成27年10月 1日

八千草 薫

昭和 6年 1月 6日

女優

105 平成28年10月 1日

大村 智

昭和10年 7月12日

北里大学特別栄誉教授

106 平成28年10月 1日

小澤 征爾

昭和10年 9月 1日

指揮者

107 平成28年10月 1日

三宅 義信

昭和14年11月24日

元ウエイトリフティング選手、東京都ウエイト
リフティング協会会長

108 平成29年10月 1日

有馬 朗人

昭和 5年 9月13日

物理学者、元東京大学総長

109 平成29年10月 1日

猪谷 千春

昭和 6年 5月20日

元スキー選手、国際オリンピック委員会名
誉委員

110 平成29年10月 1日

草間 彌生

昭和 4年 3月22日

前衛芸術家

111 平成29年10月 1日

黒栁 徹子

昭和 8年 8月 9日

女優、ユニセフ親善大使

112 平成30年10月 1日

奥山 峰石

昭和12年 1月16日

金工鍛金家

113 平成30年10月 1日

笹本 恒子

大正 3年 9月 1日

写真家

114 平成30年10月 1日

美輪 明宏

昭和10年 5月15日

歌手、俳優、演出家

115

令和1年10月 1日

赤松 良子

昭和4年 8月24日

公益財団法人日本ユニセフ協会会長、
一般財団法人ＷＩＮ ＷＩＮ代表理事

116

令和1年10月 1日

さいとう・たかを

昭和11年 11月3日

劇画家

117

令和1年10月 1日

三宅 一生

昭和13年 4月22日

デザイナー

118

令和2年10月 1日

石井 幹子

昭和13年 10月15日 照明デザイナー

119

令和2年10月 1日

瀧澤 利夫

昭和13年 8月22日

江戸切子職人

120

令和2年10月 1日

横尾 忠則

昭和11年 6月27日

美術家

121

令和3年10月 1日

宇井 理生

昭和8年 2月20日

東京大学名誉教授、
東京都臨床医学総合研究所名誉所長

122

令和3年10月 1日

小田島 雄志

昭和5年 12月18日

英文学者、翻訳家

123

令和3年10月 1日

室井 摩耶子

大正10年 4月18日

ピアニスト

(本名・谷口 瞳)

(本名・奥山 喜

）

(本名・丸山 明宏）

（本名・齋藤 隆夫）

(本名・三宅 一生（かずなる))

考

令和元年10月24日逝去

令和2年12月6日逝去

令和3年9月24日逝去

合計123人 （ご健勝の方29人）
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