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ファイル番号 会報番号 主な記事 
kaiho001.pdf 創刊号 

S43 年 12 月 
表紙：アイアンクラブ創立祝賀パーティ写真 お宝拝見：岡田儀一 
昔をなつかしみ今日を楽しむクラブに：理事長  稲山嘉寛 

kaiho002.pdf 第２号 
S44 年３月 

表紙:小浜港佐藤升 ゴルフよもやま話:斎藤英四郎,田部文一郎 交友録:田坂輝敬 海外旅行記： 
岡村武 若き日の想い出:乗添利光 随筆:喜代永政雄 お宝拝見:岡田貴 趣味と生活：越後正之 

kaiho003.pdf 第３号 
S44 年６月 

表紙：明治神宮御苑菖蒲園  山下元徳 交友録：高橋愛次 お宝拝見：古井保太郎 
麻雀放談：伊藤太一郎、岡田貢助、橋本栄一 ハワイ・豪州の旅：加藤五郎 
若き日の想い出：吉田実 台湾の味：加藤為之 随筆：岡谷康治 趣味と生活：吉崎秀 

kaiho004.pdf 第４号 
S44 年９月 

表紙:日比谷公園にて斎藤乕吉 囲碁談義:榊原龍次,岡田儀一,田坂輝敬,宮坂喜四郎 アメリカ･ 
ソ連･中国雑感:松宮康夫 交友録:小林佐三郎 随筆:西山伝平 ケッカンシャの群れ：茶谷順次 
お宝拝見:矢作元吉 趣味と生活:木村泰雄 南国を訪ねて:旅行,写真同好会旅行  佐藤升,岡村武 

kaiho005.pdf 第５号 
S44 年 12 月 

表紙:京都高台寺にて加藤為之 太公望大いに語る岸本吉右衛門,加納庄太郎,久我道正,鍵山正則 
交友録：田子健  若き日の想い出：稲垣登師走雑感：中家寿随筆：橋本忠司、村田豊雄 
趣味と生活：楠本直美 お宝拝見：中村正太郎 写真で見るアイアンクラブ一年の歩み 

kaiho006.pdf 第６号 
S45 年１月 

表紙:太平洋に日は昇る佐藤升 人の和こそ繁栄の道稲山嘉寛 1970 年代の夢を語る:伊藤太一 
郎,稲垣登,岡田貢助,斎藤英四郎,茶谷順次,森岡秀三郎 新春に想う：尾本秀為、新庄米次郎 
喉頭癌斗病記：服部浩  お宝拝見：波江野繁 定例午餐会講演「心の日記」中村汀女俳人 

kaiho007.pdf 第７号 
S45 年４月 

表紙:夜会中島達郎定例午餐会講演「ギャンブルと人生」：寺内大吉  30 分インタビュー:曾我野秀雄 
交友録:安田安次郎 趣味と生活:吉本利男 随筆:田畑新,伊藤五郎,前田健蔵 
田子健氏を憶う：宮坂喜四郎 

kaiho008.pdf 第８号 
S45 年７月 

表紙:住友本家（鹿ヶ谷）緑とこい椎名時四郎  健康と長寿の秘訣:池谷頼緒,久保辰吉,矢作元吉 
若き日の想い出：児玉俊二郎  30 分インタビュー：藤野忠次郎  随想：安田安次郎 
ライン紀行:大森正男  趣味と生活:宮崎右太  山陰鉄鋼視察と離島の旅:佐藤升  歌壇:市来勉 

kaiho009.pdf 第９号 
S45 年 10 月 

表紙：EXPO70 開会式  羽田一利 30 分インタビュー：赤坂武 
酒談義：大嶺宏太郎、黒田秀雄、田中正一、中井国臣 交友録：吉岡真二 
絵をみる楽しみ：外島健吉 スェーデン雑感：水田利雄 随筆：岸本吉右衛門、 

kaiho010.pdf 第 10 号 
S46 年１月 

表紙:桂離宮  池田利喜蔵 邦楽座談会:稲山嘉寛,岡田儀一,宮坂喜四郎、森岡秀三郎、吉崎秀 
亥年放談:伊藤太一郎,斎藤英四郎,佐藤栄一,堀宗一,南保夫 青春回顧:伊藤鎰造 歌壇:飯村嘉治 
随筆：荒川健夫  新年随想：谷川一恵、古谷正四、伊集院郁三郎 韓国を旅して日本を思う： 
榊原龍次 戦後初の鉄鋼輸出の思い出：茶谷義教 釜石から陸中海岸へ：岡村武、佐藤升、 

kaiho011.pdf 第 11 号 
S46 年４月 

表紙:八甲田山斎藤正年  山の魅力: 渡部節子,小川義男,岡村武,斎藤正年 インタビュー:大川辰夫 
交友録：松岡良吉  私のコレクション：原亨 随想：石川孝一、水木泰 ゴルフ:加賀謹一郎 

kaiho012.pdf 第 12 号 
S46 年７月 

表紙：初夏の黒部  斎藤乕吉 30 分インタビュー：日向方斉 交友録：榛葉静策 
郷土を語る：北海道  中野孝太郎 随筆：寺西信美、内田幸穂 俳句：野村親二 
赤坂さんを偲んで：檜山廣 北陸製鉄業視察と立山アルペンルートの旅：佐藤升 

kaiho013.pdf 第 13 号 
S46 年 10 月 

表紙：袋田の秋  中井國臣 ラガーマンの友情：阿部譲、北原一造、椎名時四郎 
30 分インタビュー：香川英史 交友録：石原幸男  私のコレクション：山本貞吉 
郷土を語る：大分県  都留松男 短歌：木村正保 随筆：志岐純一 

kaiho014.pdf 第 14 号 
S47 年１月 

表紙：湖畔の朝明け  佐藤升  大切な心のふれ合い：理事長稲山嘉寛 新年随想：岩武照彦 
子年放談：打浪吉朝,安並正道、池田正、今井清五郎、田中正一、青木峻作  新春夢の７問７答: 
稲山嘉寛,茶谷順次,伊藤太一郎,森岡秀三郎,岡田貢助,斎藤英四郎,稲垣登  30 分インタビュー： 
槇田久生 若き日の想い出：波江野繁、喜代永政雄  弔辞:服部浩さんの思い出：斎藤英四郎 

kaiho015.pdf 第 15 号 
S47 年 4 月 

表紙：沖縄  首里の名刹・円覚寺の山門  加藤為之 30 分インタビュー：橋本栄一 
旅の楽しみ：越後正之、木村泰雄、佐藤升、松宮康夫、山田忠義 交友録：原岡武城 
郷土を語る:山形県:我妻貞一  もう一人の私:吉家英夫  随筆:田中正一,村田清  短歌:高橋愛次 

kaiho016.pdf 第 16 号 
S47 年７月 

表紙:元禄四年の世界図田中伸三 南蛮船渡来当時の日本地図物語:田中伸三 暑気払い時事放談 
稲垣登,田坂輝敬,田部文一郎,宮坂喜四郎,吉田実 交友録:大内俊司 若き日の想い出：東道生 
郷土を語る：岡山県  安井快之 随筆:堀宗一,川村政雄  園芸漫筆:谷治雄  山気違い:田口二郎 

kaiho017.pdf 第 17 号 
S47 年 10 月 

表紙:立山秋色岡村武 30 分インタビュー：藤井丙午 交友録：伊美要 
芸能界よもやま話：宮城千賀子,伊藤太一郎,曾我野秀雄、村田豊雄、吉崎秀 随筆：市川清 
郷土を語る：富山県  金森藤平 随想２題:徳浪義克,津田隆造,佐藤栄一  短歌：飯島宗清 

人名検索が出来ます。[検索枠]が表示されない場合⇒[編集]→[簡易検索]で表示。【注】稲山嘉寛と姓と名を空白無しに続ける。 
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kaiho018.pdf 第 18 号 
S48 年１月 

表紙:山頂の霧氷佐藤升 丑年放談:西山伝平,吉岡真二,坪内肇,植田三男,島善造 30 分インタビュー： 
檜山廣 夢：猪崎久太郎,打浪吉朝,田坂輝敬,田部文一郎,橋本栄一,檜山廣,槇田久生 
交友録：西川政一 随想：山本正男、奥田脩、矢崎健哉 信濃路の秋を尋ねて：岡村武 
追悼文  寺島雄氏氏：槇田久生  横田正成氏：小島新一  塩田さん：高橋章一郎 

kaiho019.pdf 第 19 号 
S48 年 4 月 

表紙：沖縄離島の瓦  加藤為之 30 分インタビュー:金子信男 交友録：樋渡治男 
升田幸三九段を囲んで将棋よもやま話：田坂輝敬,喜代永政雄,久保辰吉大角逸生,岸本吉右衛門 
茶谷順次を偲ぶ：稲山嘉寛,岡田儀一,喜代永政雄,村田豊雄,宮坂喜四郎 短歌:田尻鍈士 
木村泰雄氏を悼んで:椎名時四郎、郷土を語る:鹿児島県、伊集院郁三郎,もう一人の私:浜田幸治 

kaiho020.pdf 第 20 号 
S48 年７月 

表紙：モンブラン  岡村武  緑陰清談:塩月弥栄子,西川政一,三宅孝雄,山野上重喜,安田安次郎 
30 分インタビュー：平井富三郎、交友録：足立徹  随筆：小池悌四郎  もう一人の私:丸正巳 
中島正保氏を偲んで：服部一郎 西伊豆一週の旅：佐藤升  俳句：武田行夫 

kaiho021.pdf 第 21 号 
S48 年 10 月 

表紙：伊勢神宮風日祈宮橋  斎藤乕吉  交友録：清水芳夫 30 分インタビュー：岡田貢助 
あゝ嘆かわしき世相：打浪吉朝,斎藤英四郎,田中伸三,潮田蘆彌、榊原龍次 俳句：蘇秀生 
郷土尾道を語る：宮本伯夫 ホール・イン・ワン物語：原亨 今様奥の細道の旅：岡村武 

kaiho022.pdf 第 22 号 
49 年１月 

表紙:春の訪れ,佐藤升,新春夢:小川義男,加藤五郎,黒田秀雄,田中正一,坪内肇,水田利雄,村田豊雄 
よもやま話：稲山嘉寛,岡田儀一.喜代永政雄,森岡秀一郎,宮坂喜四郎,吉崎秀 
寅年放談：外島健吉、中家寿、大内俊司、種田孝一、長谷川清、加藤祥行 
随想：越後正之、林正太郎、佐藤升 市川会長を悼む：原岡武城 

kaiho023.pdf 第 23 号 
S49 年４月 

表紙:石廊崎の温泉植物園  大川辰夫  30 分インタビュー：武田喜三  OB 訪問：伊藤太一郎 
八丁堀今昔：大野宗彌,榊原龍次,柴本龍平,中村正太郎,西山伝平,宮坂喜四郎 短歌：市来勉 
青春の思い出：尾本秀為  交友録：岡崎道夫 交通マナーの向上を：田中伸三 
もう一人の私：奥村虎雄  ぐうたら言語学：大木達治  ゴルフよもやま話：黒田宗次郎 

kaiho024.pdf. 第 24 号 
昭和 49 年 
７月発行 

表紙：能登の浜辺「漁獲」長谷川清  30 分インタビュー：田部文一郎  OB 訪問：清水芳夫 
緑陰清談：安達瞳子を囲んで  橋本栄一,斉藤英四郎,打浪吉朝,椎名時四郎  弓月岳：大木達治 
郷土を語る：長野県  川村政雄  「三鬼杯」「渡辺杯」発足の頃：一柳正樹,村田豊雄,服部一郎 
俳句：広田充 山本貞吉氏を偲んで：新庄米次郎 

Kaiho025.pdf 第 25 号 
S49 年 10 月 

表紙：山村の晩秋  佐藤升 30 分インタビュー：堀宗一 OB 訪問：吉岡真二 
立会堀今昔：尾本秀為、久我道正、下村治郎一,田中徳松,中家寿、山本元三  随筆：大石太郎 
もう一人の私：内田幸穂  私の健康法：増田昇二,児玉俊二  夢のホール･イン･ワン:安本和夫 

kaiho026.pdf 第 26 号 
S50 年１月 

表紙：勅使（春日大社）加藤為之  OB 訪問：池谷頼緒 新春歌壇:日向方斉 
新しい年「乙卯」を迎えて：安岡正篤、稲山嘉寛 ２度目のホール・イン・ワン：稲垣登 
卯年放談：稲垣登、越後正之、新庄米次郎、岡谷康治、中野孝太郎、原亨 
夢：阿部譲、岩下好雄、潮田蘆彌、種田孝一、大角逸生、桑江義夫、前田健蔵 
郷土を語る：加賀の金沢  加藤五郎  私の健康法：岡田儀一  秋の奥能登探勝の旅：佐藤升 

kaiho027.pdf 第 27 号 
S50 年４月 

表紙:富士山と富士桜田中伸三 OB 大いに語る:伊藤太一郎,稲垣登,曾我野秀雄,乗添利光,波江野 
繁,矢作元吉 OB 訪問:中家寿 浮世絵あれこれ:斎藤帍吉 短歌:木村正保 私の健康法:木本勇二 
ゴルフよもやま話：中島正, 中井国臣氏を偲ぶ：間瑞夫 岡村潔氏の憶い出：喜代永政雄 

kaiho028.pdf 第 28 号 
S50 年７月 

表紙：黒部源流付近から見た槍ヶ岳  斎藤正年 OB 訪問：茶谷義教  交友録：山口龍雄 
今年のプロ野球：杉下茂,喜代永政雄,石山義雄,村田豊雄,佐藤栄一,青木竣作 
郷土を語る：愛媛県  武田行夫 私の健康法：田畑新 外国椿の魅力：上野伊太郎 
ゴルフよもやま話：田中治作 涼味を求めてみちのくへ：佐藤升 短歌：大木達治 

kaiho029.pdf 第 29 号 
S50 年 10 月 

表紙:八幡平の残雪草野泰太郎  戦後 30 年を顧みて:服部一郎,大嶺宏太郎,山本正男,江田達郎 
30 分インタビュー:戸崎誠喜 交友録：中野孝太郎 郷土を語る：佐賀県  武田勝 もう一人の私: 
加納庄太郎 私の健康法：東道生 随筆：黒田秀雄  ゴルフ賛歌：木村正保作詞  本田充作曲 

kaiho030.pdf 第 30 号 
S51 年 1 月 

表紙：辰の年の幻想  斎藤乕吉  新しい年・未来へ夢のせて：糸川英夫、稲山嘉寛、辰年放話: 
大川辰夫,香川英史,山野上重喜,阿部譲,岩下好雄,原田実之,吉村精仁  OB 訪問:西川政一 
叶えられたか大きな夢：稲垣登、斎藤英四郎、田坂輝敬、橋本栄一,檜山廣,黒田秀雄,坪内肇, 
岩下好雄,前田健蔵  師事録：椎名時四郎,郷土を語る:松江市,吉田実  私の健康法：喜代永政雄 
私の趣味：米澤幸雄  囲碁の仲間達：都留松男  ゴルフ仲間：香取喜秋  麻雀歴：馬場鋼太郎 

kaiho031.pdf 第 31 号 
S51 年４月 

表紙：ドフィネの山々  岡村武  エージ･シューター：小島新一 喜寿を迎えて：蜂谷茂雄 
新時代への対応：草柳大蔵、橋本栄一、斎藤英四郎  私の健康法：中村正太郎 
交友録：原亨  郷土を語る：長崎  中尾秀嗣 もう一人の私：飯村嘉治  随筆：越後正之 
仲間：矢崎健哉、藤井武六  追悼文:大川さん,吉岡真二,加藤為之,佐渡島茂 
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kaiho032.pdf 第 32 号 
S51 年７月 

表紙：夏の八ヶ岳高原  松島増樹  OB 訪問：則武岩松 仲間：後藤正年、小澤宗太郎 
緑陰清談：山口淑子、稲山嘉弘、稲垣登、越後正之、金子信男  雑学麻雀：片岡幸三郎 
私の健康法：波江野繁  もう一人の私：木村正保  故郷を思う：後藤正記  俳句：田尻鍈士 
仲間：後藤正年、小澤宗太郎  追悼文：森岡秀三氏、岡田貴氏、中村彦三郎氏、小川吉雄氏 

kaiho033.pdf 第 33 号 
S51 年 10 月 

表紙:秋の十和田湖田中伸三 わがスポーツ人生:種田孝一,桑江義夫,武田豊,田口二郎,前田健蔵 
30 分インタビュー:田坂輝敬 もう一人の私:津田鉄夫  私の健康法：伊美要  故郷を語る：徳島県 
大石明信  船場と食べ物の話：中西健三 仲間：青木三良、榊原龍次  秘境奥只見の秋を行く 
岡村武、佐藤升  闘病記：盛岡秀三郎 追悼文：肥塚二郎氏、鈴木社長氏、村山武夫氏 

kaiho034.pdf 第 34 号 
S52 年１月 

表紙：庭の木々  山本甚一 新春対談：山岡荘八、稲山嘉寛 OB 訪問：尾本秀為 
巳年放談：梶原征露男,中島正,大嶋禮二,中村貞夫  随想:奥田脩,寺井電二,清水五一郎,榛葉静策 
ゴルフ走馬灯：近藤暾 私の健康法：桑原康人 
岡田儀一氏追悼：稲山嘉寛,稲垣登,打浪吉朝,越後正之,喜代永政雄,宮坂喜四郎 

kaiho035.pdf 第 35 号 
S52 年４月 

表紙：ゆきやなぎ  吉本利男  対談:越境から 40 年岡田嘉子、越後正之  OB 訪問：乗添利光 
わが青春時代：椎名時四郎  田坂輝敬追悼:斎藤英四郎,田部文一郎,橋本栄一,桑江義夫,榊原龍次 
追悼文：大野宗彌氏 故岡田儀一  追善囲碁会 

kaiho036.pdf 第 36 号 
S52 年７月 

表紙:牡丹  岩井三郎  30 分インタビュー:乾昇 長寿の秘訣:水口達  私の健康法：田淵銀芳 
緑陰対談ここが我慢なら無い：細川隆元、稲垣登、安田安次郎、村田豊雄 
九州横断旅行：草野泰太郎 ホール･イン･ワン物語：小山靖 故田坂輝敬追善囲碁会 

kaiho037.pdf 第 37 号 
S52 年 10 月 

表紙:裏磐梯の紅葉斎藤正年 囲碁よもやま話::杉内寿子,田中袿子,斎藤英四郎,辻良雄,西山伝平, 
都留松男,榊原龍次 追悼池谷頼緒氏：稲山嘉寛、打浪吉朝、喜代永政雄、中家寿、宮坂喜四郎 
軍隊時代の思い出：児玉晨 骨が折れた話：村田清 岡田儀一の遺稿 麻雀と私:多田貞資 

kaiho038.pdf 第 38 号 
S53 年１月 

表紙:正月の富士山,田中伸三  スポーツにかけた夢:平井富三郎,西川政一,椎名時四郎,青木三良 
午年放談：曾我野秀雄、加納庄太郎、金子誠、前田松五郎、坂本弘、塩谷勝生 
摂政宮杯：大橋冨士夫 古希の讃：岡村武 満州・シベリアと私:大木達治 

kaiho039.pdf 第 39 号 
S53 年 4 月 

表紙：青空  内田幸穂 OB 訪問：広田寿一 30 分インタビュー：池田正 
寺島純子（尾上菊五郎夫人）を囲んで：斎藤英四郎、橋本栄一  南アフリカの旅：喜代永政雄 
鋳物銑と共に 70 年：矢作元吉  趣味談：岡部邦生  私のゴルフ：宮本伯夫  麻雀：古屋正四 

kaiho040.pdf 第 40 号 
S53 年７月 

表紙:アルプス銀座  斎藤正年 現代社会の教育談義：秋山ちえ子,打浪吉朝,加藤五郎,黒田秀雄, 
檜山千代松 30 分インタビュー:吉崎秀 随筆：村田豊雄、川村政雄、田部三郎 新緑のおけさ 
の島  佐渡へ：佐藤升 追悼文：早川精一氏（山口龍雄）、新庄米次郎氏（青山政一） 

kaiho041.pdf 第 41 号 
創立 10 周年 
記念号 
S53 年 10 月 

表紙:創立 10 周年ご挨拶稲山嘉寛 10 周年パーティ 記念芸能大会 10 年を振り返って：稲垣登, 
喜代永政雄,斎藤英四郎,宮坂喜四郎,越後正之 10 周年に寄せて:阿部譲、穐村昌一,打浪吉朝, 
尾本秀為加藤五郎,桑江義夫,曾我野秀雄,田中伸三,田部文一郎,中村貞夫,中家寿,西川政一, 
西山伝平,乗添利光,服部一郎,原岡武城,村田豊雄,榊原龍,次桜井徳治,吉本利男,岡村武,佐藤升 
OB 訪問：田中徳松  わたしのゴルフ：井上寿徳  10 年間の各活動報告及び会員名簿 

kaiho042.pdf 第 42 号 
S54 年１月 

表紙：匂う紅梅  佐藤升  新春対談：水谷八重子、稲山嘉寛  30 分インタビュー：植田三男 
未年放談:矢作元吉,田部文一郎,檜山千代松,石原幸男,宮崎八百一郎 追悼大嶋禮時二氏(阿部譲) 
私と清元:下坂直美 新春随想:黒田秀雄,田中正一,松宮康夫,勝正一,服部一郎,草野泰太郎 

kaiho043.pdf 第 43 号 
S54 年 4 月 

表紙：春の桜田濠  松島増樹  味談義：楠本憲吉、越後正之、椎名時四郎 OB 訪問：久我道正 
30 分インタビュー：高橋孝吉 田中伸三氏絵の個展 麻雀：榊原龍次 随想：北茂 
追悼文：白沢さん(志岐純一、山野重喜氏(白井震四郎、久保辰吉氏(児玉俊二郎) 

kaiho044.pdf 第 44 号 
S54 年７月 

表紙：エベレスト  椎名時四郎 OB 訪問：榛葉静策 ゴルフの心構え：桑原英孝 
ゴルフよもやま話：小島新一、立花保夫、村田豊雄、吉本利男、芝本龍平 
義太夫とともに 60 年：木本勇二 俳句：武田行夫 夏の独り旅もまた楽し：佐藤升 

kaiho045.pdf 第 45 号 
S54 年 10 月 

表紙：十和田湖  吉本利男  OB 訪問：加賀謹一郎  随想：都留松男、小池悌四郎、菅野敏雄 
山に魅せられて：西堀栄三郎、岡村武、田中伸三、田口二郎、斎藤正年 短歌：木村正保 
稲垣登氏追悼：稲山嘉寛、橋本栄一、田部文一郎、越後正之、斎藤英四郎 
追悼文：山本元三氏(小川義男)、黒田宗次郎氏(曾我野秀雄)、橋本直美氏(波江野繁) 

kaiho046.pdf 第 46 号 
S55 年１月 

表紙：春の山(富士山)   岡部邦生 新春対談：井上靖、稲山嘉寛 
申年放談：安田安次郎、宮本伯夫、飯田英三、江尻宏一郎、後藤正記 
30 分インタビュー：熊谷典文  ホール･イン･ワン物語：斎藤英四郎  ゴルフ優勝記:中濱軍治 
新春随想：加藤五郎、北井正一、松島増樹  紅葉と湯煙の東北へ：佐藤升 
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kaiho047.pdf 第 47 号 
S55 年４月 

表紙：キャラピノ・キャニオン公園の吊橋  菅野敏雄 30 分インタビュー：桑江義夫 
高峰美枝子を囲んで:斎藤英四郎,橋本栄一,田中正一,加藤五郎,坪内肇  私とスキー:大橋冨士男 
鷹の台とチャコ：近藤暾 ヒマラヤ奥の細道：岡村武 下手の横好き：林正太郎 
うまい食べもの：岡部邦生 俳句：奥山茂郎 追悼文：志岐氏（水田利雄） 

kaiho048.pdf 第 48 号 
S55 年７月 

表紙：夜叉神峠の展望  森岡一郎 30 分インタビュー：松宮康夫  OB 訪問：広瀬憘兵衛 
関西支部発足:曾我野秀雄,岡崎道夫,乗添利光,中家寿,石原幸男  新緑滴る甲斐路の旅：佐藤升 
追悼文：喜代永政雄氏(稲山嘉寛)、金子信男氏(外島健吉)私のゴルフ:大矢根大器治、越後正一 

kaiho049.pdf 第 49 号 
S55 年 10 月 

表紙：晩秋の新軽井沢コース  二亦正 WINE について：越後正之 
安全,防衛：三根生久大,打浪吉朝,西山伝平,梶原征露男,曾我野秀雄,桑江義夫 
30 分インタビュー：中野孝太郎 OB 訪問：吉田実 替歌あれこれ 俳句：福富義太 

kaiho050.pdf 第 50 号 
S56 年１月 

表紙：黄浦江河畔  飯村嘉治  新春対談：安達曈子、稲山嘉寛  30 分インタビュー：阿部譲 
酉年放談：橋本栄一、寺井電二、宇佐美泰輔、外山弘、江田達郎,入江貞夫 OB 訪問：矢作元吉 
ホールインワン:中浜軍治  随想：安田安次郎、金子誠、高馬健、雄谷芳夫 
錦繡のみちのくミニ・ツアー:岡村武  弔辞:尾本秀為氏（永野重雄）ゴルフ優勝記:廣瀬憘兵衛 

kaiho051.pdf 第 51 号 
S56 年４月 

表紙：御苑の桜  桑江義夫 交友録：椎名時四郎 OB 訪問：菅野富士男 
写真の愉しみ：永田一脩,岡村武,斎藤乕吉,草野泰太郎,松島増樹,桑江義夫 麻雀優勝記:榊原龍次 
辻相談役追悼文（植田三男）藤井丙午追悼：稲山嘉寛、越後正之、宮坂喜四郎、山田忠義 
万葉今昔：大木達治  私とゴルフ：松男金蔵 素人が見た不思議な国・インド：土居俊彦 

kaiho052.pdf 第 52 号 
S56 年７月 

表紙：カナディアン・ロッキーの印象  吉本利男 30 分インタビュー：北二郎 
養生訓：日野原重明,横山金三郎,水口達,打浪吉朝,田中伸三,黒田秀雄,河島譲 
私の健康法：原田鼎 囲碁随想：早田純太郎 美しきカナダ紀行:岡村武 麻雀優勝記:宮本伯夫 

kaiho053.pdf 第 53 号 
S56 年 10 月 

表紙：ドナウは明ける  椎名時四郎 30 分インタビュー：三村庸平 OB 訪問：岡田貢助 
これからの日本:草柳大蔵、坪内肇,種田孝一,加藤五郎、青木三良,川村政雄 随想：後藤正記 
佐々木久子と酒談義：橋本栄一,岡村武,越後正之,長谷川清  田坂さんと私の碁：前田健蔵 
尾本秀為追悼（曾我野秀雄） 美しきカナダ紀行（その２）：岡村武 

kaiho054.pdf 第 54 号 
S57 年１月 

表紙:バハマアイランドの正月岩井三郎 新春対談:入江相政、稲山嘉寛 
戌年放談：波江野繁、安本和夫、吉岡幸男、今澤和雄、大石太郎 30 分インタビュー：金尾実 
新春随想：外山弘、江田達郎、榊田武治、大木達治 錦繡奥飛騨の旅：草野泰太郎 

kaiho055.pdf 第 55 号 
S57 年 4 月 

表紙：チェルビニヤの少女  田淵銀芳  30 分インタビュー：池田松次郎  OB 訪問：蜂谷茂雄 
釣り談義：田部三郎,奥村虎雄,清水五一郎,中島達郎,長谷川清  シベリヤ横断鉄道の旅：堀武男 
私とゴルフ：奥田脩 雀師、雀友：河島譲 原君追悼文（小池輝一） 

kaiho056.pdf 第 56 号 
S57 年７月 

表紙：蘇州の春  岡崎道夫  30 分インタビュー：大橋冨士夫 随想：水野勲、川崎立太 
社会における人間関係：中根千枝、武田豊、橋本栄一、長谷川清 
終戦その時私は：田口二郎、二亦正、近藤暾 新緑のみちのく裏磐梯蔵王の旅：都留松男 

kaiho057.pdf 第 57 号 
S57 年 10 月 

表紙:大雪連峯の秋  冨田清治  語る中京地区会員:加納庄太郎,岡谷康治、江崎誠三、村瀬康吉, 
加藤勤 30 分インタビュー：酒井武男 私の健康法：間瑞夫  趣味遍歴：和田孝百千 
ホールインワン：宮本伯夫麻雀随想：市来勉、今村實 佐藤升氏追悼文（岡村武） 

kaiho058.pdf 第 58 号 
S58 年１月 

表紙：タイの踊り子  内田幸穂 兼高かおるの世界とびある記：稲山嘉寛、橋本栄一 
亥年放談：田畑新,加藤五郎、斎藤英四郎、芝本龍平、神谷春樹,木下一哉  30 分インタビュー： 
八木靖浩 新春随想：水木泰、今沢和雄、野口祐正 蓬莱の島を訪れて：岡村武 
淡水ゴルフ記：松島増樹 白井会長追悼(田路和稔),寺井電二氏追悼(打浪吉朝) 

kaiho059.pdf 第 59 号 
S58 年４月 

表紙:ツェルマットの夜明け大野滋雄 30 分インタビュー:吉崎鴻造 OB 訪問:中家寿 大正時代の想 
い出：波江野繁,打浪吉朝,外島健吉,越後正之,加賀謹一郎  絵筆に託す我が余生:田中伸三 調停 
四方山話：林正太郎 随想:板根哲夫,三輪学俊 エージシューター:西山伝平 私の麻雀歴:高瀬強二 

kaiho060.pdf 第 60 号 
S58 年 7 月 

表紙:バルト海で  清水信雄  旅の愉しみ:佐々木久子「酒の友」岡村武、岡崎道夫,草野泰次郎, 
都留松男  OB 訪問：椎名時四郎  私の洋画：田中四郎  食べ物の想い出：川村政雄 
私のかけ出し時代：三宅幸夫  私のゴルフ：青木三良 新緑の信濃路を巡る旅：小島健吉郎 

kaiho061.pdf 第 61 号 
創立 15 周年 
記念号 
S58 年 10 月 

15 年をふり返って：稲山嘉寛、斎藤英四郎、橋本栄一、岡村武,宮坂喜四郎,越後正之,岡崎道夫 
寄稿：打浪吉朝、加藤五郎、黒田秀雄、田中伸三、田部文一郎、外島健吉,西山伝平、服部一郎、 
宮本伯夫、村田豊雄、安田安次郎,吉崎秀、榊原龍次、梅崎次吉、馬場鋼太郎、松島増樹 
アイアン・クラブ組織と機構の変遷 各事業活動の歩み 
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kaiho062.pdf 第 62 号 
S59 年１月 

表紙：L.C.Zuiko”Michi”  越後正之  新春対談：橋田寿賀子、稲山嘉寛  子年放談：打浪吉朝, 
足立徹、松尾金蔵、岩井三郎、名取栄之助  30 分インタビュー：牧冬彦  新春随想：幕俊、 
杉本圭作、土居荘助 稲山理事長ホールインワン：田中正一 ヨーロッパの旅：岡崎道夫 

kaiho063.pdf 第 63 号 
S59 年４月 

表紙:忍野八海にて  小倉晴一  熱かった鉄鋼業界：種田孝一、中村貞夫、堀切治雄、川村政雄 
30 分インタビュー：三輪煕  OB 訪問：横山金三郎、波江野繁  満州捕虜生活回顧：利光平 
随想：田畑新太郎 俳句：林正太郎 廣田寿一氏追悼文（日向方斉） 

kaiho064.pdf 第 64 号 
昭和 59 年 
７月発行 

表紙：西の金閣寺  根尾芳郎  川上哲治今年のプロ野球占う：青木竣策、本荘健男、桑江義夫 
OB 訪問：宮本伯夫 随想：中尾秀嗣、篠田文吉、大田三郎 俳句：立花保夫 
西四国路を行く：岡村武 永野重雄氏追悼文（武田豊） 

kaiho065.pdf 第 65 号 
S59 年 10 月 

表紙:神秘の湖摩周湖  森岡一郎  相談役放談:平井富三郎,橋本栄一,田中正一,坪内肇,加藤五郎 
OB 訪問：田中伸三 随想：庄司春吾、斎藤正年、岩村協三 北海道東部行：森岡一郎 

kaiho066.pdf 第 66 号 
S60 年１月 

表紙：桂浜の日の出  草野泰太郎  中村勘三郎と新春対談：稲山嘉寛 田部文一郎の自叙伝 
丑年放談:越後正一、小川義男、水田利雄、今橋健雄、大梁篤二  30 分インタビュー：伊藤正 
随想：大村譲、林泰、奥村虎雄  短歌：根尾芳郎 伊藤太一郎氏追悼文（松尾泰一郎） 

kaiho067.pdf 第 67 号 
S60 年４月 

表紙:シャトーフロントナック  山本甚一  60 年代をどう見るか:天谷直弘,入江貞夫,青木三良, 
西尾知 30 分インタビュー：竹下貞雄 OB 訪問：越後正之、飯田英三 
随想：福田宣雄、鈴木紹男、奥田脩、今澤和雄 

kaiho068.pdf 第 68 号 
S60 年 7 月 

表紙:マウント  クック  斎藤乕吉  太平洋戦争を振り返って：田部三郎,山口龍雄,大嶺宏太郎, 
三輪学俊、水木泰 終戦 40 年にあたって：足立徹、松島増樹  随想：黒田秀雄、高野廣 
曾我野秀雄氏追悼文（打浪吉朝）  秋の新西蘭紀行：岡村武  ゴルフ優勝記：今村實 

kaiho069.pdf 第 69 号 
S60 年 10 月 

表紙:菊の季節  大石太郎  斎藤理事長に伺う  スポーツと健康: 小野清子宮坂喜四郎,高馬健、 
松尾金蔵, 林泰 随想：麻生博,柴田良二 
藤野忠次氏追悼（稲山嘉寛）野原産治郎氏追悼(小池悌四郎)、水口達氏(中川正澄) 

kaiho070.pdf 第 70 号 
S61 年１月 

表紙:冬のエベレスト  武田喜三  金田武明とゴルフよもやま話:稲山嘉寛,橋本栄一、村田豊雄 
特別インタビュー:日向方斉 寅年放談:乗添利光,原田鼎,平井達三,北茂,横山博  画廊歩き: 
大木達治  朝の散歩:奥村武正  アメリカに旅して:滋岡長平  津軽・十和田湖の旅:草野泰太郎 

kaiho071.pdf 第 71 号 
S61 年 4 月 

表紙:湖上に映る雪嶺大倉敏男  上田英雄と大相撲今昔:梅崎次吉,吉崎鴻造,山口龍雄,土居俊彦 
30 分インタビュー：山城彬成 随想：目加田栄蔵、神野修一、山中一殻、東敏雄 
中家寿氏追悼文(加藤勘三)本荘健男氏(酒井武男)、中嶋正氏(吉本利男)、岩下好雄氏(安田安次郎) 

kaiho072.pdf 第 72 号 
S61 年 7 月 

表紙：佐田岬の灯台  二亦正 石井ふく子さんを囲んで：橋本栄一、小池悌四郎、種田孝一, 
三輪学俊  OB 訪問：加納庄太郎  随想：永井健雄、松崎正義  山口の史跡と風光を訪ねる旅： 
神野修一 西川政一氏追悼文(斎藤帍吉) 私のホール･イン･ワン：内田幸夫 

kaiho073.pdf 第 73 号 
S61 年 10 月 

表紙:ベルニナ山塊を行く大野滋雄  渡辺文雄と酒よもやま話:坪内肇,吉崎秀,加藤健,前田健蔵 
駆出し時代の思い出:宮本伯夫  随想:井上敏郎、中村照夫、福富義太  麻雀残酷物語:長谷川清 

kaiho074.pdf 第 74 号 
S62 年１月 

表紙：愛宕山にて  岡本如矢 喜寿を迎えて：松尾泰一郎、加藤五郎、岡崎道夫、芝本龍平 
OB 訪問：外島健吉 30 分インタビュー：江尻宏一郎 米寿を迎えて追憶：蜂谷茂雄 
新年随想：江田達郎、中島達郎、 巽道明氏追悼文（松島増樹） 

kaiho075.pdf 第 75 号 
S62 年４月 

表紙：肥後椿  松島増樹  健康談義：水野肇斎藤乕吉、打浪吉朝、平井富三郎、椎名時四郎 
30 分インタビュー：新宮康男 随想：安田安次郎、児玉晨、後藤正記、土居俊彦、河野力 
南紀と高野山詣の旅:黒田秀雄 高橋孝吉氏追悼文(岩村英郎),武田喜三氏追悼文(池田正） 

kaiho076.pdf 第 76 号 
S62 年７月 

表紙：ROJA の街  田中四郎  三木定雄を囲んで立売堀今昔：岡崎道夫、津田隆造、奥田脩、 
田淵銀芳、廣瀬憘兵衛、小島健吉郎、久我道正  米国旅行雑感：落合國雄  スペイン･ポルト 
ガル紀行：森岡一郎 小島新一氏弔辞（斎藤英四郎） 田中徳松氏追悼文（打浪吉朝） 

kaiho077.pdf 第 77 号 
S62 年 10 月 

表紙:ニュージランドの山  斎藤正年 稲山理事長逝去される OB 訪問：林泰 
鉄商売今昔：宮川久雄、宮坂喜四郎、榊原龍次、小池悌四郎、佐藤栄一 
30 分インタビュー：宇佐美泰輔 駆出し時代の思い出：服部一郎 短歌：林正太郎 
随想：庄司春吾、麻生博 松野彦氏追悼文（近藤暾）  早田純太郎氏追悼文（石井正弘） 

kaiho078.pdf 第 78 号 
S63 年１月 

表紙:『秋日和』によせて  田淵銀芳  喜寿を迎えて:乾昇,鈴木紹男,北二郎,服部一郎,林正太郎 
稲山さんを偲んで：斎藤英四郎、打浪吉朝、安田安次郎、乗添利光、田部文一郎、橋本栄一、 
吉崎秀,田中正一,堀宗一,宮坂喜四郎,加藤五郎,岡谷康治 30 分インタビュー：諸橋晋六 
OB 訪問：間瑞夫新春随想：田路和稔、大橋冨士夫、高木稔  ゴルフ 50 の手習：平井富三郎 
赤城山・日光・会津若松の旅：草野泰太郎 
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kaiho079.pdf 第 79 号 
S63 年４月 

表紙：セゴビアの光と影  石村幸雄  絵心筆心:岡部一彦、田中四郎,林泰、三輪学俊、関暢四、 
奥村虎雄 OB 訪問：黒田秀雄、井上利行 随想：中野孝太郎、森泰助 

kaiho080.pdf 第 80 号 
S63 年７月 

表紙:安曇野早春  三輪学俊  旅は道連れ: 石井成夫、草野泰太郎,山本甚一,岩城脩二,松島増樹 
30 分ｲﾝﾀﾋﾞｭ::神谷春樹  ,随想:武田勝,小笠原秀晃,沖縄の旅:松島増樹  黒田秀雄氏追悼(三輪煕) 

kaiho081.pdf 第 80・81 号 
合併号 
S64 年１月 

表紙:シーサー  松島増樹  桜井洋子と新春対談:斎藤英四郎  喜寿を迎えて:飯島清,植田三男, 
潮田蘆彌、坪内肇、二亦正  30 分インタビュー：入江貞夫  OB 訪問：山田忠義  新春随想： 
椎名時四郎、坪内肇、水木泰、跡見純弘、大田幸三郎  青函トンネルと道南の旅：田路和稔 
俳句：林正太郎  矢作吉翁追悼文：馬場鋼太郎  ゴルフ優勝記:古賀浩、麻雀優勝記:奥村虎雄 

kaiho083.pdf 第 83 号 
H 元年４月 

表紙:グエル公園太田三郎  ゴルフの国際化:川田太三,福田彰,椎名時四郎,村田豊雄,寺西信美, 
近藤暾  30 分インタビュー：足立原明文  長老訪問：越後正一  随想：戸沢三樹、西尾邦彦 
清水信雄氏追悼文：宇佐美泰輔 池田正氏追悼文：加藤健 

kaiho084.pdf 第 84 号 
H 元年７月 

表紙:浅春石村幸雄 大病など怖くない:大竹稔,山口喜久治,吉崎秀,入江貞夫,奥村武正,村田豊雄 
長老訪問：青山政一  随想：大木達治、早川賢一  北欧４ヶ国とバルト海クルーズ：田淵銀芳 
槇田相談役を偲んで：坪内肇 久我さんの思い出：榊原龍次 

kaiho085.pdf 第 85 号 
H 元年 10 月 

表紙:創立 20 周年挨拶  この 20 年を振り返って:斎藤英四郎,田部文一郎、橋本栄一、加藤五郎, 
岡村武,岡崎道夫,田中正一,宮坂喜四郎、創立 20 周年記念演芸大会,アイアンクラブの主な歩み 
事業活動 追悼文  櫻井徳治(田中正一)、遠藤昌俊(高石誠二)、村田さん(長居文雄) 

kaiho086.pdf 第 86 号 
H2 年 1 月 

表紙:風と鳥と噴水田淵銀芳  喜寿を迎えて:原田鼎、堀切治雄、奥村虎雄、平井達三、永安明 
30 分インタビュー：龍野富雄  お達者ですか：菅野冨士男  インドの旅：岡崎道夫 
ホテルの火事：清水芳雄 新春随想：齋藤恒夫、上野眞三郎  島善造氏追悼文：長谷川清 

kaiho087.pdf 第 87 号 
H2 年４月 

表紙:アルファンブラ宮殿二亦正  21 世紀展望：草柳大蔵,橋本栄一,長谷尾燕彌,宮崎八百一郎 
山口龍雄  お達者ですか：蜂谷茂雄  阿部譲氏追悼文:斎藤英四郎,堀宗一氏追悼文:宮坂喜四郎 
鷲羽山・瀬戸大橋と四国の旅：飯村嘉治  俳句：林正太郎 マイペット：高橋暎吉 

kaiho088.pdf 第 88 号 
H２年 7 月 

表紙：白鷺  小倉晴一 緑陰清談：浅田幸吉、小川董、川村政雄、中野孝太郎、服部一郎 
30 分インタビュー：江崎誠三 学徒出陣と海軍航空隊：加藤成康 
入江君の死を悼む：寺西信美 西九州を行く：岡村武 麻雀大会優勝記：小池悌四郎 

kaiho089.pdf 第 89 号 
H2 年 10 月 

表紙：国慶節の天安門  大野滋雄  趣味の園芸：飯村嘉治、江田達郎、神原清、角田伊勢松、 
長谷川清  30 分インタビュー：茨木忻治  OB 訪問：小澤肇  これからの 10 年：藤井彦吉 

kaiho090.pdf 第 90 号 
H3 年１月 

表紙：農楽舞踊  森岡一郎 喜寿を迎えて：青木三郎、穐村昌一、川村政雄、中野孝太郎 
新春インタビュー:戸崎誠喜  長唄の魅力：齋藤祐  邦楽礼賛:富士松小照奥村武正、神谷春樹、 
田中正一,津和義昌,長谷川清,三輪学俊,宮坂喜四郎  冬休み：柴田栄治  韓国への旅：岩井三郎 

kaiho091.pdf 第 91 号 
H3 年 4 月 

表紙：光悦垣  林正太郎  長老大いに語る：打浪吉朝  岡村武、平井富三郎、椎名時四郎 
OB 訪問：小川義男 健康で切り抜けた危機：田中徳右エ門 

kaiho092.pdf 第 92 号 
H3 年 7 月 

表紙：磯遊び  草野泰太郎  渡辺文雄と美食探訪：岡崎道夫、田中正一、原田鼎、二亦正、 
森岡一郎 OB 訪問:松尾泰一郎  吉崎秀氏追悼文:宮坂喜四郎  随想:中村昌夫,麻生博,岩野正彦 

kaiho093.pdf 第 93 号 
H３年 10 月 

表紙:モザイク模様の丘寺田俊三  テレビの楽しみ:打浪吉朝,種田孝一、小池悌四郎、宮本伯夫、 
吉本利男 OB 訪問:原役治 私の駆出し時代:椎名時四郎  随想:永野辰雄、小野浩、岩井三郎 

kaiho094.pdf 第 94 号 
H４年１月 

表紙:ユングフラウを仰ぐ山本甚一  喜寿を迎えて：飯村嘉治、酒井武男、竹下貞雄、山口龍雄、 
インタビュー：田部文一郎 随想：小川董、関暢四、大石太郎、有賀敏彦 
松島・陸中海岸から平泉の旅：丸正巳 印度洋殉難録：麻生博 

kaiho095.pdf 第 95 号 
H４年４月 

表紙：春を追って  内田幸穂  麻雀よもやま話：潮田蘆彌、打浪吉朝、馬場鋼太郎、若山太郎、 
OB 訪問：田中伸三  随想：木下一哉 飯田英三氏追悼文（二亦正） 
ギリシャ・トルコ・エジプト周遊の旅：樋渡治男、寺田俊三 

kaiho096.pdf 第 96 号 
H4 年７月 

表紙:レストラン「トレモリノ」中島達郎  大相撲よもやま話:緒方昇,青木竣作、宮崎八百一郎、 
森泰助,吉崎鴻造  OB 訪問：宮崎右太  随想：塩尻正治、山村隆将、國武隼人 
優勝記：青木三良、早川賢一、川村政雄 

kaiho097.pdf 第 97 号 
H４年 10 月 

表紙：タウンホール  山本甚一  登川直樹と映画談義：種田孝一,大嶺宏太郎,林正太郎,水木泰 
OB 訪問：安田安次郎 座談会「大相撲よもやま話」を読んで：水木泰 委員会委員一覧 

kaiho098.pdf 第 98 号 
H5 年１月 

表紙:ゼウス神殿の夜明け飯村嘉治  喜寿を迎えて:田淵銀芳,寺西信美、田路和稔、長谷尾燕彌、 
三輪熙 新春インタビュー：打浪吉朝 斎藤理事長母校で講演 新春随想：重国昭夫、 
奥村虎雄、麻生博 南九州―鹿児島・屋久島・種子島・指宿の旅：中川正澄 
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kaiho099.pdf 第 99 号 
H5 年４月 

表紙:三渓園の夕暮れ大野泰 田部井淳子と山に憧れ,未知への挑戦談義：岡村武、田口二郎、 
竹下貞雄 30 分インタビュー:三好俊吉 健康と食品 随想:市来勉,大野滋雄 日向方斉氏追悼(種田 
孝一)高橋章一郎氏(岡村武)岡田貢助氏(茨木忻治)原田鼎氏(中野孝太郎）宮本伯夫氏(小榑敏夫) 

kaiho100.pdf 第 100 号 
創立 25 周年 
記念号 
H5 年 10 月 

表紙:カルナック･アメン大神殿  松島増樹  25 周年座談会：斎藤英四郎田部文一郎、橋本栄一、 
長谷尾燕彌,岡村武,宮坂喜四郎,田中正一,岡崎道夫 寄稿文:打浪吉朝,越後正之,種田孝一,大内俊 
司,岡谷康治,椎名時四郎,青木竣策,飯村嘉治,茨木忻治,岩野正彦,江尻宏一郎,大森正男,北茂,小池 
悌四郎,小榑敏夫,齋藤祐,重国昭夫,寺西信美,中野孝太郎,中村貞夫,西尾知,馬場鋼太郎,堀田康司, 
堀切治雄,丸正巳,三好英一,森泰助,森田繁雄,三輪熙,安田安次郎,吉村聰一郎,岩村恊三,樋渡治男, 
矢崎健哉,川村政雄,坪内肇,若山太郎,柴田治,二亦正,宮崎八百一郎,篠田文吉,原役治,井上敏郎,竹 
下貞雄,田淵銀芳,小倉晴一,寺田俊三,三輪学俊,吉崎鴻造,浅田幸吉,山本甚一  アイアン･クラブ 
の歩み イタリア中世の古都と歴史を訪ねて:岡崎道夫 乗添利光氏弔辞(斎藤英四郎) 
青木三良氏追憶(館野万吉)、津田隆造氏追悼(武田豊)、金尾實氏追悼(三好俊吉) 

kaiho101.pdf 第 101 号 
H６年 1 月 

表紙：二月堂への道  三輪学俊  喜寿を迎えて：有賀敏彦、岩永二郎、岸本貞二郎、津和善昌、 
新春インタビュー：岡村武  新春随想：岩城正保、岡谷篤一、木村政雄、小林一造、宮崎嘉雄, 
八木直彦,横山博、米倉國輔 隠岐島と山陰旅行記：竹下貞雄 

kaiho102.pdf 第 102 号 
H6 年 5 月 

表紙:光と影の彩石村幸雄 我が国スポーツ事情と今後：岡野俊一郎,斉藤英四郎,橋本栄一, 
種田孝一,丸正巳,森泰助 長老訪問：平井富三郎随想：土居荘助、三宅誠一 
南会長を悼む(松田常美) 外島健吉氏弔辞(齋藤祐) 西山伝平氏追悼(佐藤栄一) 

kaiho103.pdf 第 103 号 
H６年９月 

表紙：光彩  寺田俊三 座談会  写真の魅力：小合正勝、飯村嘉治、寺田俊三、冨田清治 
30 分インタビュー:中村為昭  随想：長祥公、有賀敏彦、石井啓之  大石太郎氏追悼(中島達郎), 
間瑞夫氏追悼(丸正之、田邉郁朗,堂迫尚聡,吉田健一),穐村さん(田路和稔)石原幸男氏(高島浩一) 

kaiho104.pdf 第 104 号 
H7 年１月 

表紙：大瀬崎の正月  冨田清治  喜寿を迎えて：浅田幸吉、勝正一、永井健雄、宮崎八百一郎 
新春インタビュー：松尾泰一郎  新春随想：關暢四、江崎誠三、跡見純弘、矢島幸雄、椹木脩 
北東北、下北半島、夏泊半島めぐりの旅：井上敏郎 

kaiho105.pdf 第 105 号 
H７年 5 月 

表紙：白樺林  大野滋雄  亥年男放談：斎藤英四郎、岡崎道夫、神谷春樹、佐藤栄一、塩川満 
長老訪問：坪内肇 随想：三輪熙、永野辰雄、鍵谷順三 会員広場：林正太郎、長谷川清 

kaiho106.pdf 第 106 号 
H７年９月 

表紙:砂丘寺田俊三  戦後 50 年に想う：橋本栄一、戸崎誠喜、潮田蘆彌、種田孝一、寺西信美 
30 分インタビュー:槙原稔 随想:椎名時四郎,古賀憲介,吉村聰一郎 宮坂喜四郎氏弔辞:斎藤英四郎 

kaiho107.pdf 第 107 号 
H８年１月 

表紙：冬の富士  松島増樹  喜寿を迎えて：小平勉、水木泰長老訪問：吉崎鴻造  新春随想： 
岩野正彦、河田晋、小林和三、水口直忠  南フランス周遊の旅：丸正巳  会員広場：市来勉 

kaiho108.pdf 第 108 号 
H8 年５月 

表紙：山の夜明け  大野泰  名誉会員大いに語る：平井富三郎、椎名時四郎、安田安次郎 
長老訪問：山田忠義  随想：龍野富雄、古谷眞、三好英一、木下英雄  会員広場：田淵銀芳 

kaiho109.pdf 第 109 号 
H8 年９月 

表紙:シャフベルクからの眺め山本甚一  歌舞伎の魅力:田中正一,三輪学俊、丸正巳、津和義昌 
長老訪問：芝崎邦夫  随想:足立原明文,河上喜市、佐味敏雄、矢崎健哉  会員広場:目加田栄蔵 

kaiho110.pdf 第 110 号 
９年１月 

表紙:外房根本海岸の初日の出岩井三郎  喜寿を迎えて:宇佐美泰輔,江崎誠三、西尾知、三鬼彰 
新春インタビュー：橋本栄一 随想：滋岡長平、小川邦夫 種田孝一氏追悼：江田達郎 
会員広場：長谷川清 黒部峡谷鉄道、立山黒部と飛騨高山の旅：荒木修 

kaiho111 .pdf 第 111 号 
9 年 5 月 

表紙:ローテンブルグにて山本甚一  旅の楽しさ：利光平、潮田蘆彌、中野孝太郎、飯村嘉治、 
山村隆将 長老訪問：太田三郎 随想：森泰助、高須淳、  会員広場：椎名時四郎 

kaiho112.pdf 第 112 号 
H9 年９月 

表紙:洋蘭展覧会にて冨田清治  麻雀放談：坪内肇、河島譲、跡見純弘、二神幸市、吉村聰一郎 
会員広場:岡野清彦 随想:井上脩,有田昭二郎,三宅康彦 長老訪問：大屋根大器治, 
加賀謹一氏追悼(大森正男) 

kaiho113.pdf 第 113 号 
H10 年１月 

表紙：河童橋  松島増樹  喜寿を迎えて：跡見純弘、石井正弘、原昌平、高島浩一 
新春インタビュー：武田豊  随想：春名和雄、江尻宏一郎、中村為昭  会員広場：宮崎右太 
ドイツ一周とロマンチック街道 10 日間の旅：荒木修 

kaiho114.pdf 第 114 号 
H10 年５月 

表紙：コッツ ウォルド丘陵  大野滋雄 長老訪問：岡崎道夫 
酒談義:吉本利男、二亦正、樋渡治男、金森賢二、丸正巳、森泰助、加藤健 
随想:清水五一郎,寺西信美,青木竣策,茨木忻二,大梁篤二  会員広場:岡村武 

kaiho115.pdf 第 115 号 
創立３０周年 
記念号 
H10 年 10 月 

表紙:アルベルベッロ寺田俊三 アイアン･クラブ創立 30 年座談会:斎藤英四郎,長谷尾燕彌,堀野 
和夫,飯村嘉治,坪内肇,田中正一,岡崎道夫,椎名時四郎寄稿文：岩城正保、中野孝太郎、小林和三、 
矢島幸雄,跡見純弘,堂迫尚聡,奥山正夫,寺西信美、古賀浩、水木泰、吉崎鴻造,樋渡治男,丸正巳, 
飯村嘉治,奥村虎雄、古賀憲介,井上敏郎,高石誠二、木村正次 歩み、活動報告 
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kaiho116.pdf 第 116 号 
H11 年１月 

表紙:フェズの街角飯村嘉治 喜寿を迎えて:田中徳右ヱ門,矢崎健哉,近藤暾,岩城正保,茨木忻治 
新春インタビュー:田中正一 随想：佐藤栄一、滋岡長平、清水芳雄、中澤忠義、 
会員広場：松尾泰一郎 稚内尻／礼文・洞爺湖温泉の旅：山村隆将 

kaiho117.pdf 第 117 号 表紙：人形  荒木修 わが故郷を語る(東日本)：奥村虎雄、三鬼彰、米倉國輔、木村修一、 
川村政雄  長老訪問：潮田蘆彌  随想：堂迫尚聰、木下英雄、江田達郎、清水晃、矢島幸雄 
会員広場：梅崎次吉 

kaiho118.pdf 第 118 号 
H11 年９月 

表紙：早朝の輝き  大野泰 長老訪問：館野万吉 
わが故郷を語る(西日本):橋本栄一,戸崎誠喜,三和熙,山根眞樹生,河上喜一,吉村聰一郎 
随想：浅田幸吉,小川義男,勝俣孝雄,木村政次,古賀浩 会員広場:草野泰太郎 

kaiho119.pdf 第 119 号 
H12 年１月 

表紙:丘を越えていこう水木泰  喜寿を迎えて:奥山正夫,塚田浩,青木竣策,田貝正人,足立原明文 
新春インタビュー：二亦正 随想：石井正弘、岡谷篤一、坂根哲夫、吉崎鴻造、横山博 
会員広場:芝崎邦夫 アメリカ合衆国西海岸３大国立公園周遊の旅:丸正巳 

kaiho120.pdf 第 120 号 
H12 年５月 

表紙：富士の初冠雪  草野泰太郎  ゴルフ談義：椎名時四郎、寺西信美、平野廣治、早川賢一 
さわやかインタビュー：飯村嘉治  随想：小本榮一、清水芳雄、樋口利雄、会員広場：原役治 

kaiho121.pdf 第 121 号 
H12 年９月 

表紙：有為転変  瀧上欣男 長老インタビュー：吉本利男 
随想：糸魚川忠巳、尾崎信夫、坂本央人、佐味敏雄  会員広場:清水五一郎 

kaiho122.pdf 第 122 号 
H13 年 1 月 

表紙：21 世紀への希望  寺田俊三  喜寿を迎えて：堀野和夫、清水芳雄、羽鳥幸男、西浦亮 
新春インタビュー：三和熙 随想：跡見純弘、清水芳雄、中野孝太郎、日置忠俊、水木泰 
若狭湾・天の橋立・城崎温泉を訪ねる旅：松田常美 

kaiho123.pdf 第 123 号 
H13 年６月 

表紙：2000 年芸術選賞  奥村虎雄 さわやかインタビュー：田路和稔 
随想：森英二、亀卦川誠、山根栄一 

kaiho124.pdf 第 124 号 
H13 年９月 

表紙：コスモス  水木泰  長老インタビュー：川村政雄 
随想：島田仁、瀧上欣男、田中重克、山本順英 

kaiho125.pdf 第 125 号 
H14 年２月 

表紙：古都の塁壁  飯村嘉治 喜寿を迎えて：北茂、古賀憲介、毛童雲、吉村聰一郎 
随想：岡本介三、猪原一雄、山根眞樹生、池田政雄 

kaiho126.pdf 第 126 号 
H14 年７月 

表紙：アジサイ  有賀敏彦  斎藤英四郎氏を偲ぶ：諸橋晋六  長老インタビュー：中野孝太郎 
随想：田中茂穂、早川賢一、西浦亮 

kaiho127.pdf 第 127 号 
H15 年１月 

表紙:松江に旅して佐味敏雄  新年を迎えて:寺西信美理事長  喜寿を迎えて:池田宗吉,樋口利 
雄,伊原義一 インタビュー:草野泰太郎随想:有賀敏彦,大川宏之,佐藤道生 四国の旅：古賀憲介 

kaiho128.pdf 第 128 号 
H15 年８月 

表紙：アルルの跳ね橋尾崎信夫 長老インタビュー：奥村虎雄名ゴルファーの名言定例午餐会講演： 
大西久光 随想：清水芳雄、小本榮一、三木利夫、 

kaiho129.pdf 第 129 号 
平成 16 年 
１月発行 

表紙：ロシア民族舞踊  中村武春 新春インタビュー：丸正巳 
喜寿を迎えて：柴田栄治、三好栄一、土居荘助  随想：筒井佳宏、森泰助 
ロシア芸術の旅―サンクトペテルブルグとモスクワ旅行記：荒木修 

kaiho130.pdf 第 130 号 
H16 年 9 月 

表紙：黒四(クロヨン)のはなし  古賀憲介 第 37 回定時総会  寺西理事長挨拶 
随想：村上浩一、津浦嵩、北村昭夫 

kaiho131.pdf 第 131 号 
平成 17 年１ 
月発行 

表紙：古城の一隅で  池田好子 新春インタビュー：諸橋晋六 
喜寿を迎えて：井上脩、小林和三、小槫敏夫、有田昭二郎、尾本憲一 
随想：清水芳雄、永井俊助、清好延  悠久の大地  中国の旅：樋口利雄 

kaiho132.pdf 第 132 号 
H17 年 8 月 

表紙：メジロ(目白)の巣  澤村信之  麻雀の思い出：西浦亮、坪内肇、潮田蘆彌、北村昭夫、 
丸子博之 随想：田中克重、岩野正彦、沖野充司、 

kaiho133.pdf 第 133 号 
H18 年１月 

表紙：明峰朝光に輝く  寺田俊三 新春を迎えて  理事長：寺西直美 
喜寿を迎えて：小本榮一、田中克重、床波忠和、山本順英、尾本憲一 
随想：中澤吉、阪田六郎 熊野霊場を旅して：中村武春 

kaiho134.pdf 第 134 号 
H18 年 9 月 

表紙：希望の絨毯  岡田明久  第 39 回定時総会  新理事長：今井敬  副理事長：田貝正人、 
上島重二 随想：河内鋭雄 草原の国モンゴルの旅：古賀憲介 

kaiho135.pdf 第 135 号 
H19 年２月 

表紙：秋の日に  尾崎さと子  巻頭言：今井敬  喜寿を迎えて：北村昭夫、上島重二、江口祥 
古都散策：安藤晃二、高橋陽子 

kaiho136.pdf 第 136 号 
H19 年９月 

表紙：日本のこころ  立松敏勝  長老インタビュー：荒木修 
古希記念文集：佐近司忠政、この不思議な国―メキシコ：應武善登 

kaiho137.pdf 第 137 号 
H20 年 1 月 

表紙：静かなる南極の海  中澤吉  喜寿を迎えて：中澤忠義、田中實、岩崎英彦、君嶋英彦、 
小林幹雄 道東大自然の旅：高橋啓悟 



 

  

 

kaiho138pdf. 第 138 号 
H21 年３月 

表紙：浅草寺・仲見世の愉しみ 中澤忠義 インタビュー：河内鋭雄  
第 41 回定時総会 忘年会 晩秋の南九州の旅：高橋陽子 アイアン・クラブ事業活動  

kaiho139pdf. 第 139 号 
H22 年３月 

表紙：由志園 紅葉と赤い橋 高橋啓悟 第 42 回定時総会 忘年会  
インタビュー：寺西信美、聞き手 佐藤真樹 秋の山陰の旅：今泉烈 アイアン･クラブの
事業活動報告 第 109 回麻雀大会報告 第 58 回囲碁大会 北鎌倉文学散歩：澤村信 
第 75 回歌舞伎鑑賞：岩田昌夫 天満敦子バイオリンリサイタル 

kaiho140pdf. 第 140 号 
H22 年５月 

表紙：初夏の彩り 岡田明久 ずいそう：柴田榮治 ずいそう：梅本純生       
第 59 回 囲碁大会  第 110 回麻雀大会 

kaiho141pdf. 第 141 号 
H22 年７月 

表紙：鳴門の渦潮 應武善登  アイアン・クラブ第 43 回定時総会         
根津・千駄木散策：渡辺徹   第 85 回 ゴルフ大会：應武善登  

kaiho142pdf. 第 142 号 
H22 年 10 月 

表紙：九寨溝 梅本純生 ずいそう：君嶋英彦 ずいそう：丸子博之        
関西・中部地区第 37 回 観劇会：増田光一 第 60 回囲碁大会           
関西・中部地区第 51 回ゴルフ会：増田光一 関東地区第 86 回 ゴルフ大会：應武善登  

kaiho143pdf 第 143 号 
H23 年１月 

表紙：アイアン造形美 中澤吉 新年を迎えて：今井理事長 音楽鑑賞：児玉洋二 
四国旅行：大喜多正巳 第 112 回麻雀大会：優勝 林 稔 平成 22 年忘年会  

第 87 回ゴルフ大会：應武善登 第 76 回 歌舞伎鑑賞会：岩田昌夫 
kaiho144pdf 第 144 号 

H23 年４月 
表紙：裏磐梯の魅力 岡田明久 2011 年 各委員会の抱負  
関西支部 忘年・昼食・講演会：山本順英 関西地区第 83 回 観劇会：増田光一  
砧公園バードウォッチング：高須淳第 61 回 囲碁大会  

kaiho145pdf 第 145号 
H23 年７月 

表紙：花いちもんめの唄 中澤忠義  アイアン・クラブ第 43 回定時総会  
第 137 回関西・中部地区昼食講演会：山本順英  
湯島、御茶ノ水界隈を尋ねて：渡辺徹 第 77 回 歌舞伎鑑賞記：岩田昌夫 

kaiho146pdf 第 146号 
H23 年 10月 

表紙：月の砂漠 吉野佳秀 ずいそう：宮本盛規 随想：中野恵正  
第 62 回 囲碁大会：村上正 第 88 回ゴルフ大会：應武善登  

kaiho147pdf 第 147号 
H24 年１月 

表紙：初出漁 岡田明久 新年を迎えて：今井理事長 秋の褒章 平成 23 年忘年会 
第 90 回 ゴルフ大会 第４回 音楽観賞会：内田俊介 第 114 回 麻雀大会 
第 78 回 歌舞伎鑑賞会：岩田昌夫 関西・中部地区 忘年昼食講演会：山本順英 
第 52 回関西中部地区 ゴルフ会：増田光一 奈良・琵琶湖・北近畿の旅：山田清實 

kaiho148pdf 第 148号 
H24 年４月 

表紙：秀峰、富士山の偉容 富永眞生 ずいそう：瓦林聖児 ずいそう：桑原達朗  
北村さんへの手紙：野口直志 第５回 音楽鑑賞会：内田俊介 第 115 回麻雀大会：村上正 
2011 年度バードウォッチング：高須淳 関西地区第 39 回 観劇会：増田光一  
第 79 回 歌舞伎鑑賞会：保坂久茂 第 63 回 囲碁大会：村上正 

 kaiho149pdf 第 149号 
H24 年７月 

表紙：ブータンの仏教聖地、タクツァン僧院 桑原達朗 第 45 回定時総会  
ずいそう：森 泰助 第 139 回関西・中部地区 昼食講演会：増田光一  
第 91 回ゴルフ大会：内田俊介  歴史の跡と街並みの変遷を尋ねて：渡辺徹 

kaiho150pdf 第 150号 
H24 年 10月 

表紙：敦煌・砂丘に沈む夕日 梅本純生 ずいそう：井田憲之   第 116 回 麻雀大会：
村上正   第 64 回 囲碁大会：村上正 三番瀬バードウォッチング：高須淳 

kaiho151pdf 第 151号 
H25 年１月 

表紙：００１ 岡田明久 新年を迎えて：今井理事長 ずいそう：黒田 眞 秋の東北
の旅：渡辺 徹    第６回 音楽鑑賞会：白神賢志    第 92 回ゴルフ大会：玉置 明 
第 80 回歌舞伎鑑賞会：木村正文  第 117 回麻雀大会   平成 24 年忘年会 

kaiho152pdf 第 152号 
H25 年４月 

表紙：春の女神 ギフチョウ 井上孝美 ずいそう：富永眞生 関西・中部地区昼食講演会：
増田光一  関西地区第 40 回観劇会：山本順英  第 7 回 音楽鑑賞会：白神賢志  
第 65 回 囲碁大会：村上 正    第 118 回麻雀大会：村上 正 

kaiho153pdf 第 153号 
H25 年７月 

表紙：グランド・ティトン国立公園 宮本盛規  アイアン・クラブ第 46 回定時総会 
平成 25 年春の褒章  ずいそう：小野正之  第 93 回 ゴルフ大会:玉置明  
第 81 回歌舞伎鑑賞：千原基典 関西・中部地区昼食講演会：増田光一 第 8 回音楽鑑賞会：
白神賢志  古川庭園など歴史散歩：渡辺 徹  小田原城址自然観察会：高須 淳 

kaiho154pdf 第 154号 
H25 年 10月 

表紙：越中おわら風の盆 山田清實  ずいそう：大喜多正巳   第９回 音楽鑑賞会：
重富昭夫 第 119 回 麻雀大会：村上正 ずいそう：市瀬圭次 第 66 回 囲碁大会：村上正 

kaiho155pdf 第 155号 
H26年１月 

表紙：パーツ・イン 岡田明久  新年を迎えて：今井理事長 平成 25 年秋の褒章 
第 120 回 麻雀大会：村上正   第 82 回 歌舞伎鑑賞：井田憲之  
関西・中部第 54 回ゴルフ会：平澤重巳  平成 25 年アイアン・クラブ忘年会   
佐渡・新潟旅行記：金丸隆充     第 10 回 音楽鑑賞会：白神賢志 

kaiho156pdf 第 156号 
H26年４月 

表紙：空飛ぶ森の宝石 キリシマミドリシジミ【霧島緑小灰蝶】 井上孝美 
インタビュー 田貝正人氏に伺う：聞き手 長島英也 第 67 回囲碁大会：村上正 
第 121 回麻雀大会：村上正 第 142 回関西・中部地区 昼食・講演会；増田光一 
第 83 回観劇会：千原基典 

kaiho157pdf 第 157号 
H26年７月 

表紙：鋼の鼓動 岡田明久 第 47 回定時総会 平成 26 年春の叙勲：大川宏之  
関西・中部地区昼食講演会：増田光一 第 95 回ゴルフ大会：玉置明 
潮来あやめ祭りとさっぱ舟十二橋めぐり・佐原散策一日の旅：渡辺徹 

９ 



 

  

kaiho158pdf 第 158号 
H26年 10月 

表紙：オーストリア チロルの休日 中澤吉 ずいそう：米本薫 
関西地区 第 42 回観劇会：山本順英 第 122 回麻雀大会：村上正 

kaiho159pdf 第 159号 
H27年１月 

表紙：津波避難タワー 岡田明久  新年を迎えて：今井敬     神話と国境の島、
対馬・壱岐の秋を訪ねて：森脇亜人 寺西信美さんを偲ぶ：田貝正人 
第 96 回ゴルフ大会 第 68 回囲碁大会 第 122 回麻雀大会 音楽鑑賞会：白神賢志 
第 84 回観劇会：井田憲之 第 55 回関西・中部地区ゴルフ会：村松光雄 平成 26 年忘年会 

kaiho160pdf 第 160号 
H27年４月 

表紙：フジミドリシジミ【富士緑小灰蝶】 井上孝美 ずいそう：山田清實 
関西地区第 42 回観劇会：横山博克 第 144 回関西・中部地区昼食講演会：増田光一 
第 13 回音楽鑑賞記：白神賢志 第 85 回観劇会：近藤裕行 
第 69 回囲碁大会：村上正 第 124 回麻雀大会：河村憲人 

kaiho161pdf 第 161号 
H27年７月 

表紙：自然との調和 岡田明久 定時総会と懇親パーティ 高尾山散策の報告：宮本盛規 
関西・中部昼食講演会：増田光一 第 97 回ゴルフ大会：玉置明 富岡製糸場と絹産業
遺産群見学バスツアー：渡辺徹 

kaiho162pdf 第 162号 
H27年 10月 

表紙：仏像彫刻の心構え 小野俊彦 第 14 回音楽鑑賞会：白神賢志  
第 125 回麻雀大会：村上正 第 70 回囲碁大会：村上正 

kaiho163pdf 第 163号 
H28年１月 

表紙：純白を取り戻した姫路城と蝶 井上孝美 新年を迎えて：理事長 今井敬 立山、
黒部、高山、白川郷を巡る旅 渡邉徹 第 98 回ゴルフ大会： 近藤裕行 第 56 回関西、
中部地区ゴルフ大会 平沼重巳 第 126 回麻雀大会：柳島章也 関西地区 文楽観劇会：
増田光一 第 15 回音楽鑑賞会：保倉裕 平成 27 年忘年会 

kaiho164pdf 第 164号 
H28年４月 

表紙：玄武洞に想う鉄の偉大さ 大住敏之 インタビュー君嶋英彦氏に伺う 聞き手船谷幹夫 

湯河原梅園散策：宮本盛規 関西・中部昼食講演会：子安武 関西地区第 43 回観劇会：
平岡照詳 第 16 回音楽鑑賞会：保倉裕 第 71 回囲碁大会：村上正 第 87 回観劇会： 
織田文雄 第 127 麻雀大会 村上正 

kaiho165pdf 第 165号 
H28年７月 

表紙：アルプスのゼラニウム 吉野佳秀 理事会、定時総会と懇親パーティ 

第１４７回関西・中部地区昼食講演会：増田光一 第 9９回ゴルフ大会： 近藤裕行 
(特別)音楽鑑賞会：松浦登志子 第 1７回音楽鑑賞会：内田俊介、保倉裕  
第１２回下町散策・歴史散歩：渡辺徹 アイアン・クラブ談話室改装完了のお知らせ 

kaiho166pdf 第 166号 
H28年 10月 

表紙：「ふくしま」を取り戻そう！山田清實 第 17８麻雀大会 服部英則 

第２回夏季ゴルフ会：服部英則 第 7２回囲碁大会：村上正 

kaiho167pdf 

 

第 167号 
H29年１月 

表紙：霊峰富士 岡田明久 新年を迎えて：理事長 今井 敬  
（第１００回記念）ゴルフ大会：近藤裕行 第 12９回麻雀大会：服部英則       
淡路島・鳴門・しまなみ海道・旧海軍兵学校を訪ねて：渡邉徹 第 5７回関西、中部地区
ゴルフ大会 平岡照祥  関西地区 文楽観劇会：増田光一 第 8８回観劇会：山田清實 
(特別)音楽鑑賞会：白神賢志 第 1８回音楽鑑賞会：保倉 裕 平成 2８年忘年会 

kaiho168pdf 第 168号 
H29年４月 

表紙：思い出のダグラスＤＣ-８「富士号」 芝本尚武   
池上梅園～池上本門寺散策：宮本盛規  第１４８回関西・中部昼食講演会：増田光一  
関西地区第 4４回観劇会：平沼重巳 第 1９回音楽鑑賞会：白神賢志  
第２０回音楽鑑賞会：内田俊介 第 7３回囲碁大会：村上 正  
第 8９回観劇会：織田文雄 第 1３０麻雀大会 服部英則 

kaiho169pdf 第 169号 
H29年 7月 

表紙：祇園祭 岡田明久 理事会、定時総会と懇親パーティ  
歌舞伎座の「助六由縁江戸桜」出演感想文：後藤尚志  第１３回下町散策：色川史郎  
第１０１回ゴルフ大会：粟田敏夫 第１４９回関西・中部昼食講演会：増田光一 
第２１回音楽鑑賞会：保倉 裕  

kaiho170pdf 第 170号 
H29年 10月 

表紙：ハバナ（キューバ共和国） 内田俊介  随想：「Pinot Noir」 大喜多正巳  
第２２回音楽鑑賞会：保倉 裕  第 1３１麻雀大会：大西建男  
第３回夏季ゴルフ会：青木俊造 第 7４回囲碁大会：村上 正  
（特別）音楽鑑賞会：白神賢志 （特別）観劇会：山田清實 
  

kaiho171pdf 第 171号 
H30年 1月 

表紙：鵜とカラス 横手康紀  新年を迎えて：今井 敬  
第９０回観劇会：相田 實 関西・中部地区 文楽観劇会：高島隆三郎 
第２３回音楽鑑賞会：保倉 裕  （特別）音楽鑑賞会：保倉 裕 
第１０２回ゴルフ大会：玉置 明  
高野山・熊野那智・熊野本宮大社・熊野古道・伊勢志摩を訪ねた４日間の旅：渡辺徹  
第 1３２麻雀大会：近藤裕行 第 5８回関西、中部地区ゴルフ大会 松村光雄 
平成２９年忘年会 
 
  

 

 

 


