
会　員

あ 青　木　千　恵 青　沼　美智子 暁　　　和　子 赤　羽　包　子 浅　川　初　幸 芦　田　ミス子 新　　　巳千夫

安　達　康　之 安　部　太一郎 阿　万　孝　司 新　井　　　功 新　井　友　江 荒　木　栄　喜 安　藤　節　子

い 飯　田　道　嗣 五十嵐　初　枝 五十嵐　律　子 井　黒　愛　子 池　上　寛　子 池　上　わかな 池　田　澄　子

池　田　つた子 石　井　小夜子 石　井　　　保 石　井　友　子 石　井　洋　子 石　川　澄　子 石　川　　　賢

石　川　信　雄 石　野　幸　子 市　川　博　美 市　毛　新　一 井　手　　　健 伊　藤　田鶴子 伊　藤　　　稔

伊　東　由起子 糸　洲　英　子 稲　澤　　　香 井　上　和　利 井　上　喜美代 井　上　　　肇 今　井　利　男

今　泉　　　隆 入　江　政　昭 岩　瀬　貴美栄 岩　本　久　子

う 上江洲　安　邦 上　野　美恵子 植　村　律　子 宇佐美　朝　代 牛　島　悦　子 内　川　　　達 内　多　峰　明

宇都木　成　恵 宇　野　　　彰 梅　原　幸　枝

え 江　頭　水　江 江　口　述　史 江　崎　フミ子 江　村　眞　一 江　本　万　子

お 生　沼　春　代 大　木　美智子 大　窪　久　明 大久保　雪　江 大　城　敦　子 太　田　渥　美 大　田　孝　子

太　田　時　子 太　田　利　正 大　竹　綾　乃 大　野　美津子 大　橋　道　子 大　橋　義　男 大　橋　涼　子

大　原　瑩　子 大　村　嘉　子 大　山　好　美 岡　崎　弘　子 岡　崎　康　弘 岡　田　昭　夫 岡　田　力　夫

岡　野　和　子 岡　本　美智子 小　川　吉之亟 小　川　富　子 小　川　尊　一 小川原　　　浄 奥　崎　喜久男

奥　田　敬　介 奥　村　眞木子 長　田　敬　之 小　田　　　昇 落　合　敏　江 小野寺　静　香 小野寺　正　光

か 香　川　佳　子 樫　村　良　江 梶　原　晶　子 数　野　武　明 加　藤　正　弘 加藤木　　　誠 角　谷　聖　子

金　谷　春　江 兼　尾　　　忠 金　子　勝　一 亀　山　眞　五 鴨　井　伸　市 河　上　和　正 川　上　　　澄

川　口　治　彦 河　田　　　晋 河　原　　　明

き 菊　池　恭　二 岸　田　文　江 木　谷　敬　子 木　原　茂　文 木　原　初　江 木　原　由美子 清　杉　知　宏

く 空　閑　義　道 日下部　章　子 草　間　利　子 楠　　　達　子 工　藤　和　男 工　藤　秀　征 久　保　　　剛

熊　谷　希視江 倉　林　愛二郎 蔵　元　智　子 蔵　元　義　春 黒　田　保　臣 桑　原　栄　子 桑　原　賢　治

こ 小　岩　初　江 古　賀　英　治 古　賀　節　子 小河原　かほる 小　柴　悦　子 小　谷　礼　子 後　藤　成　子

小　橋　章　子 小　林　武　雄 小　林　真由子 小　林　　　麗 小　林　恵　子 小　宮　藏　人 古　屋　栄　隆

近　藤　悳　志

さ 齊　藤　ヱリ子 斉　藤　健　司 齋　藤　　　均 酒　井　隆　子 坂　口　理　恵 坂　本　澄　男 坂　本　ふ　み

坂　本　眞知子 佐　川　道　子 櫻　井　君　代 櫻　井　富　治 佐　治　紅　実 佐　藤　伸　二 佐　藤　セツ子

佐　藤　太　一 佐　藤　時　夫 佐　藤　眞知子 佐　藤　元　江 佐　藤　　　明 澤　井　あさみ

し 塩　田　由紀子 塩　原　晶　子 潮　見　精一郎 塩　谷　充　代 四　方　廣　海 重　松　睦　子 舌　間　年　子

篠　崎　京　子 柴　﨑　恵　子 渋　谷　くり子 渋　谷　弘　子 渋　谷　葉　子 島　形　元　平 島　﨑　庸　夫

島　田　敏　子 島　袋　恵　子 清　水　邦　子 下　村　清　則 下　山　美　江 白　石　千以子 白　浜　ゆかり

す 菅　沼　ミツ子 杉　山　悦　照 鈴　木　和　興 鈴　木　末　光 須　藤　　　渥 強　矢　康　夫



せ 瀬　尾　美代子 関　根　由　之

た 代　田　満里子 髙　木　幸　子 高　嶋　トキ子 高　橋　恵美子 高　橋　英　美 高　橋　昌　夫 高　橋　正　一

髙　橋　良　江 髙比良　昭　光 滝　本　高　明 武　石　錦　夫 武　石　弘　子 竹　田　　　稔 竹之内　みどり

田　中　愛　子 田　中　研　一 田　中　　　栄 田　中　幸　子 田　中　　　司 田　中　　　寛 田　中　晶　子

田　邊　フ　ミ 谷　口　洋　子 種　市　裕　章 田　畑　明　美 田　畑　明日香 玉　井　桃　子 田　村　光　慈

田　本　寛　光 田面木　宣　夫 丹　後　重　徳

ち 千　葉　　　実

つ 柘　植　美智代 土　金　勝　夫 釣　谷　豊　之 鶴　川　桂　子 鶴　野　朱　美

て 照　井　高　司

と 道　東　清　司 堂野前　良　子 土　佐　マサ子 戸　嶋　慶　子 殿　坂　友里恵 土　肥　重　夫 冨　岡　睦　子

富　塚　　　泉 友　利　　　直 豊　福　保　夫 豊　元　節　子 鳥　海　廣　記

な 内　騰　浩　一 長　坂　岩　雄 仲築間　叡　一 中　島　玖美子 中　嶋　優　子 中　島　洋　一 中　田　　　博

中　田　文　雄 中　野　俊　章 中　林　　　正 永　松　正　年 中　村　清　子 中　村　能　子 中　村亙(星翔)

永　山　訓　博 梨　木　マスミ 並　河　委佐子 竝　木　敏　行 波　谷　征　子 奈　良　輝　男 難　波　裕　美

に 西　　　正　則 西　岡　正　夫 西　澤　　　満
西　村　江　美
（内藤江美）

西　村　静　美 西　元　朝　子

ぬ 沼　田　久　雪

ね 根　本　　　茂

の 納　田　徹　也 野　口　憲　一 野　中　鐵　也 野　間　和　子

は 橋　本　清　子 橋　本　冨　尾 橋　本　信　男 長谷川　暢　子 畠　山　幸　彦 服　部　綾　子 服　部　譲　司

馬　場　　　豊 浜　川　綾　子 浜　口　孝　子 濱　武　慶　典 林　田　博　子 林　　　勇　介 早　野　　　禎

原　田　守　啓

ひ 平　井　眞沙江 平　尾　利　裕 平　野　克　己 廣　瀬　周　子 廣　濱　悦　子

ふ 深　代　　　洋 福　島　保　典 福　増　安都子 冨　士　佳　勇 藤　井　良　一 藤　崎　さち子 藤　澤　建　二

藤　原　博　之 不　破　徳　一

ほ 宝　珠　光　雲 星　隈　秀　雄

ま 前　　　知津子 前　田　　　潤 前　田　三智子 蒔　田　美智子 増　岡　奈　緒 増　井　理　人 増　田　萬珠子

町　田　　　修 松　尾　直　人 松　岡　隆　成 松　﨑　良　夫 松　島　明　子 松　田　杏　子 松　田　和　子

松　永　洋　次 松　永　佳　江 松　野　親　人 松　村　明　美 松　本　重　子



み 三　枝　善　彦 水　川　和　美 水　野　美智子 水　谷　秀　男 三　田　忠　良 三　田　マリ子 水　口　公　徳

南　　　征一郎 南　　　洋　子 南　澤　正　江 蓑　口　研　二 美濃部　洋　代 三　村　浩　二 三　宅　明　美

宮　崎　富美子 宮　本　　　悟

む 向　井　麗　子 六　車　るみ子 村　上　京　子 村　上　芳　美 村　瀬　典　子

も 本　吉　英　生 森　　　忠　郎 森　岡　美千代 森　本　茂　盛 守　屋　順　吉

や 谷　貝　文　恵 矢　代　ちとせ 柳　沢　千代見 矢　野　悦　子 山　形　善　子 山　上　　　忠 山　岸　忠　彦

山　田　　　侃 大　和　純　子 山　中　さとゑ 山　村　　　均 山　本　憲　子 山　本　三希雄

よ 横　森　　　清 横　森　秀　彦 吉　田　澄　子 吉　山　安　彦 米　澤　光　治 四方田　義　雄

わ 和　田　秀　朗 渡　辺　久仁子 渡　辺　正　幸 渡　辺　利　恵 渡　辺　紀　子


