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高女 豊田    悦 佐々木 尊英 伊藤 博通 福島 春男 有瀬 浩一 口元    博 荒木 統司 門築    直 古閑    博
吉松 トモエ 小森 友恵 田崎 弘吉 加藤 興志郎 土井 憲豪 澤田 健次郎 緒方 茂夫 荒木 良子 山中 麗子 竹尾  孝幸
中島  悦子 五島 一吉 岩崎 良昭 佐藤 文憲 前田 非登美 松下 庄治 野崎 恵子 稲葉 卓士 鶴田  健治
金丸  米子 宮崎 英典 8 神田 幸男 金子 幸生 山本 洋子 竹林 和義 山下 純二 長島 從道 荒川 さなえ
天中 小溝 尚敏 尾田 為人 平田 俊清 岩崎 定義 浦郷 昌代 齋藤 佐智子 那須野 順子 長谷場 健 金子  尚弘

村上  有恒 古山 正幸 江浦 末徳 角田 啓爾 13 16 津田 祐一 20 歳田 博文 坂本  秀明
横山 武比古 山口 康徳 富田 俊男 岡村 英輔 内尾 亜津子 稲葉 由起子 明瀬    建 福田 いく子 栩木 陽子 吉村 いつみ
村上 有志知 廣田 和史 三澤 哲也 岩下 洋々彦 高木    勲 松尾 和幸 角岡 セツ子 宮本 東志美 22 中森  澄子
大野  俊康 5 新    征男 猪股 真理 石井 裕二 倉田 蕃造 18 関根 喜代美 野口    明
吉川  司郎 木田 研一 松浦 福雄 和田 東洋司 子原 敬子 伊東 伸子 八廣 久美子 岡村 宣明 鶴長 秀一 中川  由美
相良  諫雄 岩崎 八男 竹馬 久雄 山口 桂子 山本 和子 田中 春代 永野 正臣 野田 由里子 田中 るみ子 26
原田  芳矢 江崎 康彦 富山 訓全 薄山 義行 14 園田 達彦 原田 節子 原田    淨 江越 博昭 山下 勝範
新納  徳男 佐々木 弘子 角田 龍爾 11 松岡 秀枝 藤﨑 明子 池田 伸正 安斉 きみ子 井上久美子 小山 康志
原田  昭好 川口 保男 大中 義廣 長谷場 亮祐 橋本 順子 平石 水利 国実 久江 赤石 修一 須﨑 律代 吉田 千代子
鈴木 義明 玉田 元康 9 田中 一年 菊池 紘二 大塚 公男 松本 恵美子 橋川 順一 坂本 尚登 27
田嶋 國雄 原田 忠四朗 高木    繁 長濱 敏明 宮崎 由久子 久野    忍 金子 洋志 山口 涼子 池田 優子 江口 明彦
土黒 定信 中元  大良 小町 知子 山下    交 原田 幸徳 林    朝子 小林 伸子 及川 立子 野口 陽子 宮崎 春光
助村 隆典 西岡  眞一 都木 恒子 寺田 紀子 藪     親晴 佐藤 一則 鈴木 佐富美 上    元範 原田 眞一 渡辺 満宏
1 6 中嶋 正毅 木原 理一郎 樫原 昭一 大塚 延子 千代延 博子 21 有馬    衛 江崎 奈保子

銭目 裕子 岡村  一成 神田 夫佐枝 大塚 徳満 福島 利男 小林 典子 齋藤    都 田原 　昭 23 中村 敏朗
村岡 治郎 中村  琢磨 藤枝 純子 藤田 和雄 原田 純吾 浦上    哲 和気 三惠子 岩下 好夫 田原 真記子 吉野 睦子
益田 圭輔 大和  賢造 渡辺 和則 加藤 イセミ 野島 壮四郎 須崎    剛 浦田 幸宏 森田 聖憲 粂野 良二 28
堀田 倫男 小畑  幸保 梅本    進 永濱    巌 戸井田 隆明 坂本 禎子 星野 悦子 ヴェーデマン美紀子 岡部 養一 江頭 眞喜子
立石    巌 荒木  克也 中元 令士 菅原 啓人 北内 寿夫 金子 和生 赤尾 美恵子 平石 水重 平田    勤 錦戸 健二
柳原 久子 太田  昭博 野田 近恵 松尾 希一 木原 純一郎 本多 讙二郎 19 土井 一美 森下 泰光 福田 常成
泉 義太郎 西田 九仁夫 吉本    守 藤原 昌子 清水 一男 竹邑 幸雄 坂川    武 花里 安明 濱崎    守 29
園田    司 梶田  恵光 山田 輝夫 15 伊藤 常和 岩崎 一喜 堀田 眞澄 清水 真知子 田中 優子
2 小島 庄太郎 鶴田 俊久 宗像 秀人 谷山 弘行 松岡 敏治 佐藤 節代 巽    正喜 堤    千尋 34

石原 俊彦 濱    了ニ 三宅 康定 12 近藤 賢一 蓮尾 光代 宮本 國則 古山 隆樹 24 甲斐田 健吾
中村 和子 7 大塚    満 大西 恒孝 大塚 博幸 永野 和輝 岡    衞志 馬場 信子 赤星 幸ニ 玉田  峰樹
松浦 康一 山添 ナオミ 秋田 健二 野島 紘三郎 錦戸 勝美 17 佐藤    純 沓掛 富美 北沢 和子 末永 裕章
鶴岡 昌盛 松下 靖国 吉田 睦枝 伊藤 美智子 吉永 靖子 山口 泰教 宮崎 秀隆 菅澤 眞弓 山下 庄治 42
寺下 玉夫 日尾野 睦男 松岡 春子 三俣 香代子 山本 忠義 駿河 和子 田中 廣子 川原 照文 三宅 盛夫 鳥羽瀬 宗一郎
西       功 本多 敏朗 松崎 武久 西田 勝年 井上 義通 長濱 栄喜 山田 貞子 山下 正路 坂本 忠弘 63
肥前 孝子 湯本 澄子 10 山田    清 原田 稔也 田尻 鉄矢 山田 敏房 大島 ひろみ 高橋 康子 中村    蓮
3 井上 正夫 坂本 初義 福山 澄子 梅本 香代子 櫻井 美和子 綾野 恭子 川上 知子 大串 智子 65

酒井 ノブ子 福井 幸人 久野 栄子 土佐 幸子 中河原 昭夫 吉田    直 川上 文明 25 酒井 智彦
4 寺崎 典男 鳥羽瀬 建男 前田 栄一 松尾 弘美 吉永 政昭 大仁田 保夫 佐々木 容子 古閑    学

川野辺 サツキ 森本 雅生 有馬 寧雄 大塚    優 森下 幸造 須崎 和代 巽    憲雄 吉武 和子 今村 惠子

小林 惟邦

矢澤 壽恵子

定12

浜坂 高一朗

高女 1 廣田 和史 9 12 藤崎 明子 18 20 22 25
吉松 トモエ 銭目 裕子 古山 正幸 中元 令士 三俣 香代子 久野    忍 国実 久江 安斉 きみ子 江越 博昭 荒川 さなえ
中島 悦子 泉 義太郎 6 10 西田 勝年 本多 讙二郎 八廣 久美子 及川 立子 坂本 尚登 28
天中 3 西田 九仁夫 平田 俊清 13 17 19 21 野口 陽子 江頭 眞喜子

村上 有志知 酒井 ノブ子 梶田 恵光 鳥羽瀬 建男 石井 裕二 田尻 鉄矢 岩崎 一喜 原田 眞一 29
相良 諫雄 4 小島 庄太郎 11 16 中河原 昭夫 宮崎 秀隆 山中 麗子 23 田中 優子
新納 徳男 豊田    悦 7 長谷場 亮祐 稲葉 由起子 山田 敏房 粂野 良二

小溝 尚敏 田崎 弘吉 長濱 敏明 倉田 蕃造 浜崎    守

門築    直

高女 1 4 6 9 10 15 18 21 29
吉松 トモエ 銭目 裕子 廣田 和史 西田 九仁夫 都木 恒子 伊藤 博通 澤田 健次郎 浦田 幸宏 ヴェーデマン美紀子 田中 優子
天中 立石    巌 5 梶田 恵光 中嶋 正毅 11 16 20 長谷場  健 42

相良 諫雄 2 玉田 元康 7 中元 令士 永濱    巌 浦上    哲 岡村 宣明 22 鳥羽瀬 宗一郎
石原 俊彦 西岡 眞一 寺崎 典男 三宅 康定 13 伊藤 常和 橋川 順一 江越 博昭

田崎 弘吉 松崎 武久 石井 裕二

収　入 支　出
項　目 金　額　(円） 項　目 金　額　(円）

前期繰越金 1,145,852 懇親会代 640,000

通信費 450,000

年度年会費 700,000 印刷費 340,000

懇親会費 640,000 交通費 80,000

広告料 300,000 交際費（慶弔費） 70,000

寄付金 190,000 手数料 42,000

祝金（御樽料） 70,000 宅配便送料 13,000

雑収入 15,000 事務用品費 70,000

小計 1,915,000 備品費 30,000

会議費 30,000

小計 1,765,000

次期繰越金 1,295,852

合計 3,060,852 合計 3,060,852

収　入 支　出
項　目 金　額　(円） 項　目 金　額　(円）

前期繰越金 674,411 懇親会代 570,014

通信費 369,385

年度年会費 704,000 印刷費 293,226

次年度会費前受金 62,000 交通費 78,760

懇親会費 628,000 交際費（慶弔費） 70,000

広告料 398,000 手数料 41,100

寄付金 197,000 宅配便送料 12,320

祝金（御樽料） 70,000 事務用品費 67,850

雑収入 17,090 備品費 76,860

小計 2,076,090 会議費 25,144

小計 1,604,659

次期繰越金 1,145,842

合計 2,750,501 合計 2,750,501
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