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会の活性化にむけて

本年 4月 から会長を拝命。稲

門会の役割 は校友の皆様方の

“親睦をはかること 。大学の発

展に協力 0多少なりとも地域に

貢献"することと心得てお りま

同好会への御案内
みなさまの御入会をお待ちし

ています。
(1)ゴルフ同好会一渡辺吉章一

〇422(20)0204
初対面の人 ともプ レーで親
しくな り、 1万 5千歩は歩
くので健康管理 と若 さを保
つゴルフに参加 しませんか。

(2)囲碁一寺田昌弘一

〇3(3928)8710‐

碁の本を読み始めたばか り
の人から日本棋院六段の実
力者まで月 2回のペースで

(3)早稲田を応援する会
―庄司駿二一

〇422(54)3858‐
野球早慶戦や ラグビー

早明戦を神宮球場や国
立競技場で観戦応援 し
ま しょう。 OBも居 り
ます。

H16.11.8第 11回 ゴルフ大会

平成 16年度武蔵野稲門会費2,000円 を下記郵便局振替口座へお振込下さい。

加入者名 :武蔵野稲門会 口座番号 :00151-8-190961

次回から会報で広告を扱います。稲門会の会報を是非御利用下さい。

有志の方は事務局 (0422-21-9961)ま でお申し出下さい。

会 長  小 美 濃 隆

脚(昭310

す。一番大切な親睦を深める為

にはどうしたらいいのかを近隣

稲門会の諸先輩方にお尋ねした

ところ皆さん、同好会活動が基

本であるとおっしゃいます。今

年はこれに力を入れていきたい

と存 じます。皆様方のお知恵を

拝借 させていただきたいと存 じ

ます。趣味はハイキング・ゴル

フ・尺人 。指圧。

名将 広岡達鯉氏来る !「指導者の役割とはいつたし洞か」

日時  平成16年 9月 18日 (土 )プロフィール

1932年広島県生れ。呉三津田高。早稲田大学。 1年からレギュ      午後 5時より開会

ラー。六大学を代表する名遊撃手。1955年巨人に入団。新人王。  場所  吉祥寺東急イン 3階

広島コーチを経て監督としてヤクル ト、西武を日本一に導く。      総会後懇親会

1992年野球殿堂入り。                    会費  10,000円

校友の皆さま!!
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わたしが旅に出る理由

杉崎完夫 (昭270商 )

2003年 9月 11日 南米アルゼンチン
イグアスの滝にて

四季折々の自然に接 し歴史、

文化風土を求め在 りし時代を想

像する。

そこに又出会いあ りで人生の

喜びを付加 して くれ る旅行は、

小生にとっては楽 しいものであ

る。行程が無事終つた時は充実

感に満足 し次のスケジュールを

考 えて しま う。小生 も75才 と

なった昨今、どうしても家に引

きこもり勝ちであるが旅を考え

る事により体力の調整が必要と

なってくるので旅は一つの健康

法ではないかと勝手に思つてい

る。

昨年は南米、カナダと恒例の

富士登山や奥多摩方面の トレッ

キング、今年はアメリカ南部、

中欧五ヶ国と奥多摩、富士山を

考えている。

ご希望の方があれば旅の話 し

などを交換 したいと思 う。

運河巡 りのお も しろさ

轟 常弥 (昭300法 )

ヨーロッパには驚 くほどの大

小さまざまな運河が広が り、北

海のオランダから東は黒海に通

じ、南は地中海に注ぐ。オラン

ダ0ベルギーの運河巡 りを体験。

アムステルダム港より乗船、幾

多の水門、美 しい水 と花の田園

風景、行交 う各国の船々を眺め

ながらの 9日 間の船旅を満喫。

このオランダ籍の船にはラウン

ジ、バー、サウナ、ジャグジー

があり乗客定員146名 、全長H0
m。 男女船員27名 は何んと9ヶ

国籍。オランダ語、 ドイツ語、

英語が混 じる。幸い好天に恵ま

れ気温も東京並み。世界一の巨

大港 ロッテル ダム、水の都ブ

ルージェ、キンデルダイクの風

車群、アムステルダムの膨大な

花公園、寄港各地の美術館等、

すべてが驚異の別世界であつた。

稲碁会 (イ ナ ゴ会 )

高木栄治郎 (昭320理 )

休眠状態だった囲碁部を何 と

かしようと有志が、立ち上がっ

た。お蔭さまで、昨年 8月 に新

生イナゴ会発足。このユーモラ

スな名付け親は、三枝 武 さん。

総勢18名 。既に03年度15回 の部

会と忘年会が、開かれて、毎回

10名 を超える盛況である。

当会は、日本棋院六段 2名 の

ほか多数の有段者から15級 の初

心者までバラエティに富んでい

る。近隣の新宿や杉並の校友も、

賛助会員 として遠 くから参加 さ

れているし、市内の校友のつれ

あいも歓迎 している。

場所は、三鷹駅北口徒歩数分

の中央コミセン中町集会所で、

月 2回 と、火曜か金曜の何れか、

時間は13時半～17時半と決まつ

てますが、場所取 りの都合で、

何周 目かは 2ヶ 月前に決まりま

す。興味のある方は、表記事務

局までお問い合わせください。

当会の特長は、次のとお りで

す。

1)囲碁は、右脳左脳の両方を

鍛えるのに絶好のゲームです。

勿論、考えずに碁石を並べて

いつた り、置いた石を剥がし

て打ち直すのは、カラオケと

同じで、ボケ防止にならない

ので絶対禁止 となっています。

2)初心者への指導は、有段者

全員の義務 として指導の回数

も記録 し、また、初心者から

は指 導 の分 か りや す さを

フィー ドバックしてもらう仕

組みで、指導技術向上に努め

る。熱心な方は、もう25回以

上の指導碁を経験されていま

す。

3)手合い方式は、日本棋院の

投稿論文 0碁会所や著名な町

の碁会所の方式を研究した、

当会独 自のルールを作成実施

してお り、日本で唯一の優れ

ものと自負 してお ります。資

料ご希望の稲門会の方は、お

申し出ください。

とまれ、興味ある方は、いち

ど覗きに来られては、いかが !

Welcome!
0422(31)1100 Fax Tel

初老 のクラス会

唐澤かづ子 (昭340政 )

4月 にクラス会があった。今

回初めて在学中の写真を持ち寄

ることになった。昭和34年卒業

の、わずか40数名の級友の 2割

近くが鬼籍に入つていることに、

皆ショックを受けた。ゲーテ、

シラー、ヘッセや多くの ドイツ

音楽の巨匠、哲学者に憧れて入

学した詩人気取 りの若者や、演

劇界での活躍を夢見ていた意気

軒昂な乙女などもすつかり落ち

付いて、世間並みの初老の姿に

なっていた。せめて元気なうち

に亡き級友の写真を提えて、 ド

イツでクラス会をしようとくさ

さやかな夢を語 りあつた。

クラシック音楽 を通 して

理解 した建築家 として の

私 の生き方

山本富士雄 (昭340理 )

建築は凍れ る音楽であると

言つたのは、ゲーテであると言

われています。第二次世界大戦

の終わつた昭和20年、ボーイソ

プラノとして聖歌隊でミサを歌

いました。以来60年間テノール

として歌い続けています。大学
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在学中は、早混で歌い卒業後四

季の会と建築学会男声合唱団で

歌い続けています。最近はオペ

ラ歌手と一緒にチャリティコン

サー トで歌うています。 ウィー

ンのニューイヤーコンサー トで

合唱団員 として家族全員で歌い

ました。歌を歌 うことは私の生

活の一部になっています。

石油 に浮 かぶ 国

クウェー トの思 い出

庄司駿一 (昭360政 )

1974年 7月 から1979年 7月 ま

で丸 5年間クウェー トで生活 し

ました。中東石油産油諸国がオ

イルブームでにわかに大金持ち

になり、政情も安定 していた頃

でした。イラン・イラク戦争・

サダムフセインがクウェー トに

侵攻 した湾岸戦争の前で、誇 り

高きアラブの人達は、意気軒昂、

自信にあふれ、輝いていた時代

でした。

ビジネスの交渉事でも、アラ

ブのハッタリの効いた交渉術に、

気の小さい “ワレラ"は一喜一

憂し、自棄酒 (?)を飲んだ事

もたびたびありました。

1976年の 8月 の猛暑の頃、東

の間の体暇 をとって、家族 と

ヨー ロッパ旅行 に出かけ、ク

ウェー トベの帰途パ リで高価な

酒 (?)を三本買いクウェー ト

空港に帰着 した時の事です。禁

を犯 して持ち込んだこと故、い

ささか緊張 し、税関のカ ウン

ター前に、家族 5人整列 して、

手提げバッグを提示 しました。

運が良ければ中味をチェックさ

れずにOKしてくれるか、中を

覗くだけで、見過ごしてくれる

事を経験上承知 していたので、

それにかけたのです。 ところが

この日は違いました。若い税関

吏に大事な三本の酒瓶を、取 り

あげられ、カウンターの上に並
べられてしまいました。

公衆の目に晒されたら、先ず

没 収 は まぬ がれず 、ペ ナル

ティーを覚悟 しました。整列さ

せた当時日本人学校 4年生の娘

に、「お父 さん悪い事をしては

いけないと云つたでしょう」と

云われ乍ら、ひたす ら若い税関

吏に頭を下げていたら、年嵩の

同僚があらわれ、ちらちら整列

組を見や り乍ら、若い方に耳打

ちしてお ります。若い税関吏が

突然、今回は目をつぶるが、二

度やったら、大変な事になるぞ

みたいな事を云われ、見のがし

てくれたのです。家族や子供思

いのアラブ人が、家族の前で、

怒られているあわれな父親の姿

に同情 して (?)許 してくれた

ものと今でもなつかしく思い出

されます。家族・仲間 0子供を

大切にする誇 り高きアラブの人

達が、安心してくらせる日が一

日も早く訪れる事を祈つている

昨今です。

老春 の扉 も遠 ざか って行 く

五所愛子 (昭 370文 )

人生には、折 り節の扉がいく

つかある。

そ うだ、早稲田へ入ろうと決

心した。教えることに飽きてし

まい、どうしていいか角翠らなく

なっていた。仲間との飲み会に

も、へきへきしていた。池辺良

や佐田啓二の映画も、 うつとお

しくなって。

そ うだ、早稲田へ行つて、伴

侶をさがそ う。 トコ トコと都電

で通 うことが うれ しかつた。年

寄りくさい若者 らとグルァプを

組み、第二の青春を味わつた。

半両ではあるが、伴侶 も見つ

かって。

それにしても、早稲田の講義

は充実 していた。疲れているは

ずなのに、まじめに足の向くの

が不思議だつた。名だたる先生

方が、個性ある語 り口で、魅力

があった。学生がどこにも大勢

いて、活気にあふれていた。夜

も手抜きをしない早稲田が好き

になっていった。

60歳の扉は、重くて切なかっ

た。もう役立たずになるのか、

このまま年老いていくのか。T
心のモヤは、濃くなるばかり。

でも、それが、同じ世代の人

達と触れ合い、話 しかける立場

を得てからは、まさしく「老春」

を味わ うようになった。

週間のスケジュールも、しだ

いに定着 し、今が一番好きなこ

とがやれる時機なのかと、 うれ

しくJ思 っている。

85歳 ぐらいまでのかたがたと、

時には見学会や旅行や飲み会な

どもまじえて、学び続け、しゃ
べ りたいだけしゃべ り合つて、

毎 日がバラ色である。

年取つた人達はなどと敬遠 し

ていたはずなのに、触れ合い語

り合 うごとに、あの人、この人、

一人ひとりがいとお しい。

いつまでもこうあり続けたい

と願 うけれど、老春の扉 も日々

遠ざかって行 くことになる。

ゴル フ部

荒川悌二 (昭 370政 )

最近のゴルフ部会の活動を御

報告致 します。ゴルフコンペも

回を重ねて、第十一回の開催 と

なり、次の内容で行ないました。

日時 平成 15年 H月 8日 (土 )

場所 美里ゴルフ倶楽部 (埼玉)

参加人数 15名

競技方法 新ペ リア方式

費用 プレー代+食事代

各自精算

参加費 2千円

天候にも恵まれ、晩秋の秩父

連山を眺めながら、ゆったりと

した気分で楽 しくプレーするこ

とが出来ました。コースは比較

的フラットでしたが、乗用カー

ト使用で楽にラウン ド出来、疲
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れ を感 じませんで した。好プ

レー、珍プレーを交えながら全

員 リタイヤすることなく、コン

ペを終了することが出来ました。

成績は次の通 りです。

優勝 木村正人 (S34政経卒 )

50・ 51NET74。 6

準優勝 荒川悌二 (S37政経卒)

46・ 43NET74。 6

第二位 渡辺吉章 (S49理工卒)

41 0 42NET74.6

(なお同ネットの場合は年令順

となります。)

優勝より第二位迄同ネットと

い う激戦でしたが、見事木村 さ

んが栄冠を勝ちとりました。

その後吉祥寺『カヤシマ』に

於て、成績発表。表彰式を行な

い、小美濃会長より各賞の授与

を行ないました。引継き懇親会

に移 り、今 日のプレーを話題の

中心に大変盛 り上 りました。大

先輩・若いOBと 年令差はあり

ますが、和気藷々と話がはずみ、

楽 しい時間を持つことが出来ま

した。ゴルフばかりでなく、仲

間とのコミュニケーションを図

るのには最適ですので、是非気

楽に御参加下さい。

年二回、春 と秋に開催 します

ので、お待ちしてお ります。

稲 門会 の魅 力

中村幸子 (昭 39・ 教 )

平成 5年 9月 に、此所吉祥寺

東町に落ち着きました。転勤の

心配も薄らぎ、夫も私も山梨出

身ですので帰省のこと、また生

活の便利を考え夢が叶いました。

武蔵野稲門会には、学生時代よ

りの友人古賀あう子様の紹介で

入会。 4年程前のことです。入

会早々幹事欄に名がのり、今 日

に至つています。

稲門会の魅力は、久しぶ りに

会っても、初めての方とでもす

ぐ打ちとけ自然に親 じめること

でしょう。夫も囲碁の会に賛助

会員 として入れて頂き、共々お

世話になつています。女性の会

員の方々も皆多忙で、顔を合わ

せることは少ないですが、活躍

ぶ りを聞くのも楽 しみです。

私も20年来の俳句をばちばち

続けながらフォークダンス、又、

シャンソン等で地域のサークル

に参加 している今 日です。

神宮球場通 い

川崎大八 (昭 42・ 理 )

東京六大学野球を初めて観戦

したのは、関根が居た法政が東

大に負けた試合だから、50年以

上神宮に通つている。子供の頃

は親や野球好きの友人と下緒に

行き、大学入学後は余程のこと

がない限り授業よりも神宮を優

先することに決めていたので殆

ん どの試合 を見たシーズンも

あった。授業をサボル訳だから

一人で観戦する事が多かつた。

直近の家族で応援 した試合は

ノーヒットに抑えられた対立教

戦だつた。

ゴル フ同好会 の部長

渡辺吉章 (昭510理 )

このたびゴルフ同好会の部長

を仰せつかりました。前から裏

方をしていたのですが、役職が

付いてしまいました。 とはいつ

ても、私はそもそも稲門会は親

睦の会であつてそれ以上でも以

下でもないと思つていますので、

こんな若造が大変僣越ですが、

全会員平等であると考えてお り

ます。時に早稲田の特色と言わ

れる「長幼の序」は個人個人の

方が良識 として持つているはず

のものだと思います。そんなわ

けでゴルフ同好会は平等主義を

とります。ただただゴルフ好き

の集まりとい うことですね。よ

ろしくお願いいたします。

裁判員制度法案 の

成立 を機 に想 う

堀 裕一 (昭 55。 法)

2004年 5月 21日 、市民が重大

な刑事事件の審理に参加 して、

裁判官 と共に有罪・無罪や刑の

重さを決める裁判員制度を創設

する法案が成立しました。 5年

後、2009年 4月 からの実施が予

定されています。でも5年なん

てあつとい う間でしょう。

これはとても気になります。

裁判員は選挙人名簿から無作為

抽出で選ばれ、大人であれば誰

でもその立場になる可能性があ

るのですから。「自分が他人に

有罪を宣告するなんて…、場合

によつては死刑、そんな責任は

もてないよ、そもそも忙 しいし

…」と呟く自分がいます (も つ

とも弁護士は裁判員から除外さ

れるのですが)。 誤判も増えるん

じゃないかとい う懸念もありま

す。

でも、翻つて今の刑事裁判は

うま くいっているので しょう

か ?99。 9%と い う有罪率 (平成

13年)の 中「ほとんど絶望的」

(平野龍一東大名誉教授)と い

うのが刑法学者、弁護士から見

た定説です。私も年に4～ 5件

の当番弁護、国選弁護t私選弁

護事件を受任 し常に全力を尽く

していますが、何度もや りきれ

なさとある種の諦めを感 じなが

ら弁護活動を行つています。高

い有罪率は、調書裁判 (裁判官

は公開の法廷で話されることよ

りも密室で取調官が作成 した供

述調書に信用性を与える傾向に

ある)、 人質司法 (罪 を認めない

限 り、なかなか保釈 されない6

意に反 して自白することも)、 起

訴便宜主義 (検察官は全ての事

件を起訴するのではなく、有罪

確実と考える案件のみを起訴す

る。刑法犯で起訴されたのは平

成14年で16.7%)、 証拠の捜査側
への偏在 と検察官手持ち証拠を



平成16(2004)年 7月 1日 武蔵野稲門会報 第11号  (5)

開示させる確実な手だてがない

等その原因は色々あります。

しかし私から見た最大の問題

は、裁判官の目の前に来る事件

は殆どが自白事件であり、有罪

率が99.9%に及ぶ中、毎 日毎 日

被告人が裁判官に対 して 「私が

や りま した。すみませんで し

た。」と頭を下げ、これを検察官

と裁判官が叱責するとい うこと

を何年何十年 と繰 り返 している

うちに、裁判官が本来持つてい

た素朴な正義感 とか、予断を持

つことなく白紙で審理に臨むと

い う公平な姿勢が次第次第に鈍

磨 して行き、いつの間にか目の

前にいるのは犯罪者であり、自

分こそが社会の安定秩序を守ら

なければならないのだとい う自

意識過剰の権力者に陥って行く

とい う点にあると想つています。

ですから、捜査官に自白を強要

されたと訴えた り、法廷で裁判

官に本当のことを言えば分かつ

てもらえると思っても、現実は

全く被告人の叫びには耳を貸さ

ないとい うことが起こるのです。

裁判官を職業 としている者に

とつて、無罪半J決 を出すことは

とても勇気の要ることであり、

検察庁からの攻撃や場合によつ

ては世俗的な意味での裁判所内

部での出世 (?)を諦めなけれ

ばならないのです。裁判官も人

の子、弱い存在です。 しかしこ

れは異常なことです。

裁判員制度は、フレゾシユな、

裁判ずれ していない市民が自ら

の健全な常識に則つて判断をし、

判決をするものであり、その意

味で死んだ刑事裁判を生き返ら

せる大きな契機 となりうるもの

なのです。紆余曲折があり妥協

の産物として、裁判官 3名 t市
民 6名 が原則 となりましたが、

インパク トは凄く大きいと思い

ます (弁護士会は裁判官 1名 、

市民H名 等 を提案 していま し

た)。

5年後の実施に向けて裁判員

として参加 しやすい細やかな制

度設計 と環境整備がなされてゆ

きます し、様々なPRや広報が

行われるでしょう。正直不安は

一杯ですが、世の中のことはす
べからく私たち自身が決めてゆ

くしかないのだろうと思います。

裁判員に選ばれたらラッキーと

喜んで、しかし襟を正 して出か

けて下さい。そしてその経験を

周 りの人に話をしてください。

選挙の投票よりも遥かに自分が

やった、自分も社会を支える一

員なんだとい う充実感が得 られ

ると思います。

「長崎 一早稲 田大学 1,250

キ ロウォー ク リレー」

につ いて

中山 翠 (昭 590文 )

3年後の2007年に迎える早稲

田大学創立 125周 年記念行事の

一環 として、「長崎一早稲 田大

学1,250キ ロウォークリレー」が

計画されています。学祖大隈重

信公の「人生125年論」にちなみ、

その10倍 (実際には、1,420キ ロ)

の距離を、交友が 2ヵ 月半、 1

日約20キ ロをリレー しながら、

日本の西半分の15都道府県 (長

崎、佐賀、福岡、山口、広島、

岡山、兵庫、大阪、京都、滋賀、

岐阜、長野、群馬、埼玉、東京 )

を横断するとい う、壮大なプロ

ジェク トです。

行程は、大隈公ゆかりの地、

長崎を2月 26日 (月 )に出発 し

て、長崎街道一山陽道―中山道

を経由し、本庄、所沢、石神井

など、大学キャンパスや付属高

校所在地をつなぎ、 5月 12日

(土)に大隈講堂にゴールイン

する予定です。季節も暖くなり

はじめ、日を追つて花々が咲き

競い、関西地方では桜満開のす

ばらしい景観に出会 うでしょう。

東京地区が担当するのは、 5

月H日 (金)には所沢キャンパ

スか ら田無までの17キ ロ、 5月

12日 (土)には田無か ら大隈講

堂までの20キ ロです。つつじや

その他の春の花、新緑が美 しい

ことでしょう。

交友のみなさま、ぜひごいっ

しょに参力日しましょう。

申しおくれましたが、私は、

近代 日本地図の租、伊能忠敬の

測量開始200年 を記念 して、1999

年から2001年元旦まで全国を一

筆書きで歩いた「伊能ウォーク」

(主催 日本ウォーキング協会、

伊能忠敬研究会(朝 日新聞社 )

の本部隊員 (隊長以下15名 、 う

ち女性 3名 )の一員 として、計

H,030キ ロ (地球一周の約 1/4

の長 さ)を踏破 しました。 (「早

稲田学報」1999年 6月 号参照)

そのときの経験から、気候や雨

対策、装備、長距離歩行の注意

点など、微力ながらお役にたつ

こともあろうかと思います。

(ウ ォーキング歴 )

「伊能ウォーク」本部隊員

('99～ 01元 旦  47都 道府 県

H,030キ ロ踏破 )

日本ウォーキング協会公認指導

員

東京都 ウォーキング協会役員
「平成の奥の細道」山口青屯Б班

班長

(2003年からH年にわたって芭

蕉の足跡をたどる)

記念事業募金

早稲田大学創立125周 年
記念事業募金にご協力
お願いします。
お振込先

郵便局振替口座

加入者名早稲田大学創立

125周年記念事業

募集口

口座番号 00140-0-177276

もしくは

加入番号 武蔵野稲門会

口座曜卜号00110-7… 173626
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6月 20日 西久保コミセン、26

日吉祥寺南町コミセン、27日 武

蔵野市民会館の二会場において、

地区懇談会 (無料)が開催 され、

平成16年度地区懇談会開催報告

平成 16年度の本会の新運営メン

バーの紹介、年度総会のプログ

ラム予告、同好会活動報告等が

行われた。参加者の自己紹介、

懇談を交え、会員の親睦を深め

ると共に、本会活動についての

提案、意見交換を行つたι

(参加者数 三地区計43名 )

9月 6日 午後 5時より吉祥寺

東急インで開催。来賓祝辞、活

動、会計、監査報告後、次期小

美濃隆会長就任、会則改正等が

承認された。前進座代表中村梅

之助氏の軽妙な語りや懇親会も

盛会であつた。

武蔵野稲門会平成15年度総会

3月

4月

5月

6月

代議員会 0幹事会

稲門祭実行委員会(第 1回 )

幹事会

代議員会、地区懇談会

(三鷹、吉祥寺、武蔵境 )

7月  稲門祭実行委員会(第 2回 )

9月  幹事会、総会、稲門祭実

行委員会 (第 3回 )

10月  稲門祭実行委員会、懇談

会t稲門祭

12月  早明ラグビーOB戦

く出席者〉

〔大学〕‐

嵯峨座晴男理事、後藤由美子総長室副室長兼募金課長、〔武蔵野市役所〕土屋正忠市長、〔明治大学校友会〕春山勇明大

校友会武蔵野支部長、〔早稲田大学校友会東京三多摩支部〕(昭島)福 田武幹事長、(小金井)小杉山證子会長、林茂勇副会

長、 (狛江)宮沢晃平会長、(立川)鴛海量良会長、(調布)り |1島義幸副会長、(西東京)平野豊副会長、櫻井衛事務局長、(東

村山)小亀輝雄副会長、 (八 王子)山 田司郎会長、 (府 中)小室修一副会長、 (三鷹)松井実

〔会 員〕‐

秋本 澄子

沖島 祥介

川上 宏三

古賀あつ子

佐藤 篤士

高木英治郎

辻  康夫

中山  翠

三浦  信

山下 倫一

渡辺  茂

坂井 正美

荒川 悌二

小美濃 隆

川崎 大八

小坂  強

佐藤 孝一

高木 福男

土屋 正忠

平田 康啓

水野  学

山田 文昭

金沢 宏次

金  護経

飯田 雄大

角田 正三

菅  伸子

近藤 義輔

庄司 駿一

高橋  清

寺田 昌弘

福原  弘

溝垣善二郎

山中 健嗣

滝本 尚男

金田一成美

池田 俊雄

勝倉 啓仁

金  美徳

斉藤 博子

杉崎 完夫

橘  弘之

轟  常弥

星田  正

三野  寛

山本 茂夫

千田浩一郎

伊藤 幸子

市川  毅

勝沼 修二

木村 正人

三枝  武

千田 景三

田中 久雄

中島 末明

前田 信昭

元田 利夫

山本富士雄

富永 澄男

吉村  功

井上 俊雄

上条 節夫

栗原  裕

佐り|1 素子

高尾 直樹

谷内 隆衛

中村  誠

町田  顕

山内  巌

米沢 卓志

神林  昇

O1000
出来るだけ沢山の会員の声を載せるため、皆様にお願いしたと

ころ、殆んどの人が快諾 して下さいました。お礼を申し上げま

す。次回は読み易い会報にしたいと思います。宜しくお願いし

ます。 川崎大八 (昭420理工)

中村梅之助氏

ご意見募集」
以
の
　
Ｏ時　ＦＡＸ


