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昭10年　中村克己2 �昭29年　鈴木郭之2 �昭34年　桑原達夫4＊ �昭36年前山忠弘7＊ �昭39年　曽根田正美2 �昭43年小林幸二4＊ 

昭14年　中村雅夫2 �昭30年　石貝晃司2＊ �昭34年　鈴木啓嗣4＊ �昭36年　大石康年2＊ �昭39年　山内　功2 �昭43年　岡本朗子4＊ 

昭16年　田中幸太郎2 �昭30年　海野　昭34＊ �昭34年　常盤秀樹6＊ �昭36年小長井建昭5＊ �昭39年　村瀬桂三郎2 �昭43年原木妙子2＊ 

昭16年　山村富春2 �昭30年　大森泰次2＊ �昭34年　水野恵司2＊ �昭36年渡辺秀世2＊ �昭39年長田　勤10 �昭43年村松典子4＊ 

昭17年　石垣貞一2 �昭30年　佐藤書士夫7＊ �昭34年　小長井武夫2＊ �昭36年上杉隆信3＊ �昭40年　開場仇子9＊ �昭43年秋山八重子2＊ 

昭20年久保弥六2 �昭30年　成岡　武2＊ �昭34年安池和高2＊ �昭36年　池ケ谷捷之5 �昭40年浅井弘三2＊ �昭43年橘みちよ2＊ 

昭20年　藁科練治2 �昭30年　古井隆志2＊ �昭34年　畑　幸男2＊ �昭36年　田中貞雄2 �昭40年　中畑　稔4＊ �昭43年　八木訓二2＊ 

昭21年　嶋田安雄2 �昭30年　城内鋒行2＊ �昭34年　平野健市100＊ �昭36年　増井博志2 �昭40年　原　初典8＊ �昭43年　小山幸男2＊ 

昭23年　関　　勉5 �昭30年服部　勤2＊ �昭34年青木利浩2 �昭36年　松平俊男7 �昭40年　鷲巣雅彦2＊ �昭43年林　和義4＊ 

昭24年　石田徳次郎2＊ �昭30年　大村光平2＊ �昭34年秋山敏夫2 �昭36年柳田　享2 �昭40年　石貝　第2＊ �昭43年鎌田和枝4＊ 

昭24年深尾　孝2＊ �昭30年　亀山勝雄2 �昭34年　池田峯雄2 �昭36年杉山　蕉6 �昭40年　兄城正博4＊ �昭43年小林　茂3 

昭24年森下重雄2＊ �昭30年　高木慶二2 �昭34年　大村隆明2 �昭36年築地鋭行2 �昭40年庭野美恵子2＊ �昭43年　石田愛子5 

昭24年　山本昭吾2＊ �昭30年　服部善男4 �昭34年　岡村克己2 �昭36年石井清史2 �昭40年　小早川宏2＊ �昭44年石井秀子2＊ 

昭24年　油井徳二4＊ �昭30年藤田　実2 �昭34年　菊川孝夫5 �昭36年　千賀正彦2 �昭40年　須川福男3＊ �昭44年林　かほる4＊ 

昭24年　内藤義人2＊ �昭30年望月秀雄2 �昭34年久野千加士2 �昭36年　筒井照子2 �昭40年　ネ中山　孝7＊ �昭44年　長山静枝4＊ 

昭24年　前田俊夫3＊ �昭30年藁科縞造2 �昭34年佐藤恵美2 �昭36年　堤　訓子2 �昭40年　長田　豊2＊ �昭45年　雪原　茂2 

昭24年故）後藤一雄10 �昭31年　渡辺忠章4＊ �昭34年高木美子5 �昭36年　大橋敬正7 �昭40年　安江久雄2＊ �昭46年　大野康彦2 

昭24年里見勝弘2 �昭31年長谷川勉7＊ �昭34年　竹内祥子2 �昭37年　西島一二三4＊ �昭40年　田遠　勉2＊ �昭46年　三石輝子5 

昭24年増田和也2 �昭31年　木村明雄2＊ �昭34年　田村菖男2 �昭37年松田　弘17＊ �昭40年　塩澤敏雄2 �昭47年　青木輝美2＊ 

昭24年　山本直樹2 �昭31年　大石幸男2 �昭34年　土屋堅固2 �昭37年　安川栄子6＊ �昭40年　森谷綾子3 �昭47年　河内洋子2 

昭25年湯本克巳30 �昭31年　村上勝則2 �昭34年　平井シズヨ3 �昭37年　大石恒雄2＊ �昭40年　市川　優5 �昭48年　岩城一恵4＊ 

昭26年天野　覚2 �昭31年紅林　勲2 �昭34年深澤　功2 �昭37年　長谷川英樹4＊ �昭41年　松本　豊6＊ �昭48年　相川雅美4＊ 

昭27年望月健三郎4＊ �昭31年井上孝信2 �昭34年三尾規子2 �昭37年　増田数茂12＊ �昭41年　小林吉照10＊ �昭48年　冨井商之4＊ 

昭27年斉藤　健2＊ �昭31年笹下日出男2 �昭34年薮崎公一2 �昭37年　鈴木　守2 �昭41年　森　秀男2＊ �昭48年　杉本芳子2＊ 

昭27年梅田定男5 �昭32年　堤　正義2＊ �昭34年和田政治3 �昭37年　松田厚子7 �昭41年　榎本哲夫6＊ �昭48年渡部広志4＊ 

昭27年　志田　実2 �昭32年　宗野治養17＊ �昭34年　戸井政広2 �昭37年　青島幸一2 �昭41年　良知幸男2＊ �昭48年　斉藤まり子2＊ 

昭27年　鈴木孝夫2 �昭32年　織部忠義8＊ �昭34年　鷲野隆一2 �昭38年浅場利朗4＊ �昭41年　大塚和子2 �昭48年　青木洋一2＊ 

昭27年　山村庸太郎2 �昭32年木佐森達夫9＊ �昭35年秋山卓男7＊ �昭38年　岡村　優4＊ �昭41年　高木光子2 �昭48年牛村優子2 

昭27年　寺田勝美2 �昭32年　松本一宇7＊ �昭35年　金子きのえ2＊ �昭38年梶山恭一4＊ �昭41年藤田久恵2 �昭48年及川のり子2 

昭27年　安田春雄2 �昭32年　松木交市2 �昭35年　坊野清之7＊ �昭38年後藤忠昭2＊ �昭41年　坊野秀美5 �昭48年小川えり子2 

昭27年磯部信雄3 �昭32年　岩下寛治12 �昭35年　市川幸子2＊ �昭38年杉本博行7＊ �昭41年　坊野やえ子2 �昭48年森　隆幸2 

昭27年　伊東越朗2 �昭32年　阿井勝利5 �昭35年　山田昌之2＊ �昭38年鈴木一時12＊ �昭41年　青柳裕子2 �昭49年高山房之12＊ 

昭27年　上田伸子2 �昭32年　伊藤雅章2 �昭35年　小林一男2＊ �昭38年吉澤英夫22＊ �昭41年　吉田武男2 �昭49年　大塚典子3＊ 

昭27年朝比奈一郎2 �昭32年　植野大次郎2 �昭35年　芹澤輝俊5＊ �昭38年佐藤　亘5＊ �昭41年福石　守10 �昭49年佐合陽子5 

昭28年上山菖義2＊ �昭32年　山島利一2 �昭35年　中川明巳2＊ �昭38年　山本文雄12＊ �昭41年秋山康雄4 �昭49年手塚文子2 

昭28年鈴木基之2 �昭32年藤田攻三郎2 �昭35年　小澤廣記2＊ �昭38年小澤昌明12 �昭41年河森　誠3 �昭49年　内田　晃2 

昭28年藁科年衛2 �昭32年　川村潤司2 �昭35年　鈴木祐輔2 �昭38年　花村磯男2 �昭41年鈴木猪久男4 �昭49年佐竹清美2 

昭29年浦山　貴2＊ �昭33年　秋山賢司4＊ �昭35年鈴木春恵5 �昭38年福嶋春子2 �昭42年　小林幸義7＊ �昭49年室井千歳2 

昭29年　宮川欣也5＊ �昭33年　曽我和善5＊ �昭35年青木正和2 �昭38年　増田　実2 �昭42年　山口ひろみ4＊ �昭50年　増田哲雄2＊ 

昭29年小坂悦男2＊ �昭33年　鈴木五郎4＊ �昭35年小島利明2 �昭38年松本晃治2 �昭42年　山田鐘作2＊ �昭50年杉本幸雄5 

昭29年　永井賢雄4＊ �昭33年青野　勝2 �昭35年宗野賢次2 �昭38年　吉田茂夫2 �昭42年　高塚年明5＊ �昭54年　金原張尚2＊ 

昭29年小松英夫2＊ �昭33年　入野克彦2 �昭35年杉山睦朗2 �昭38年互井まり子2 �昭42年　吉野秀男2＊ �昭54年　矢部正志2＊ 

昭29年　鈴木正子4＊ �昭33年大橋善悟10 �昭36年鷲野喜八郎2＊ �昭38年　都築勝義7 �昭42年　古知　潔2 �昭54年　大沼弘明2＊ 

昭29年　山岸光男2＊ �昭33年　薩埴英司2 �昭36年　海野　治7＊ �昭39年　河田正勝4＊ �昭42年　寺尾八郎2 �昭54年　山中貴司2＊ 

昭29年　興津高里4串 �昭33年佐野勝】2 �昭36年　増田日新工4＊ �昭39年　杉山千之2＊ �昭42年　高山康明2 �昭57年　岡村義則2 

昭29年　山田雅子4＊ �昭33年三浦　斌2 �昭36年前田雄幸3＊ �昭39年　青柳秀雄4＊ �昭42年橋本孝一5 �昭57年　田中哲哉2 

昭29年原田雄吉5 �昭33年　野呂瀬誠子2 �昭36年平井幸雄4＊ �昭39年　遠藤利雄2＊ �昭43年　岩下喜美枝4＊ �平　6年　若尾剛志4＊ 

昭29年榊原貞夫2 �昭33年　上條佐恵子7 �昭36年　土岐守行2＊ �昭39年　川崎　衛7＊ �昭43年　佐藤秀子4＊ �平12年　村松太一4 

昭29年　三森光雄2 �昭33年　森田幸子2 �昭36年　松下　孝2＊ �昭39年　檜林　勝2＊ �昭43年　冨田正巳2＊ �平16年　季　　慎2＊ 

昭29年　上野山三平2 �昭33年竹内　清2 �昭36年　横島啓枝2＊ �昭39年　杉山賢次2＊ �昭43年　長橋　修4＊ �会費・寄付金合計 304人分1．203千円 （会費606、寄付597） 

昭29年　安池　貢2 �昭33年本間好武2 �昭36年　高木英雄2＊ �昭39年杉山俊夫2 �昭43年　瀧浪利信5＊ 


