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東邦大学理学部鶴風会神奈川県支部ニュース       NO.２８

○支部総会・講演会・懇親会を平成 25 年 9 月 8 日に開催しました - - - - - - - - - - - -- P3～6

○第 31 回鎌倉散歩「隠れた景勝地、六国見山でオオシマサクラをめでる」を開催しました - -P6～7

○11 月 24 日（日）に第 32 回鎌倉散歩、来年 4 月 6 日に第 33 回鎌倉散歩を開催します。支部の

行事の一つ鎌倉散歩に気軽に参加してみませんか - - -- - - - - - - - --- - -- --- - - P7～8

支部長就任挨拶
支部長 鈴木 廣昭 昭和 42 年化学

年１回の発行となって久しいですが、平成 25

年度発行の 28 号をお届けします。

昨今の若年層の人口減少から推察しても入学者

数が減り従って卒業生が減るという連鎖は止むを

得ないのかなと考えております。これを防ぐには

やはり神奈川県支部の正会員を増やしてゆく以外

にありません、消費税の増税に対して景気落ち込

み対策としては企業向けには、ちらほらと案も出

ているようですが一般消費者に対しての支援対策

は見当たりません。ここでも自助努力でがんばる

しかない状況の中、会員各位には真に申し訳あり

ませんが、また鴎風を読まれた方は是が非でも来

年度は周りを見渡して１～２名の同窓生を誘って

鶴風会行事に御参画くださいますようお願いいた

します。そして支部行事がにぎやかに行われるよ

うお一人、お一人の力を是非お貸しください。

本紙次ページ以降にご案内してありますが、当

支部名物の鎌倉散歩も今年の 11 月 24 日の分と来

年４月の分と一緒にご案内してありますのでご留

意ください。今年の 11 月に計画されておりますコ

ースは久々に鎌倉ハイキングといえる内容です。

奮ってご参加ください。あと少しで年も改まりま

す健康に十分ご留意くださいますようお祈りして

おります。

器官発生学の空洞化
五十嵐 広明 昭和 49 年生物

私はかって医学部の 2 年生に『「Moore 人体発

生学」の図および図説明を見ながら「Langman
人体発生学」の本文を読むと良い』と 2 冊の発生

学の本を紹介したことがある。ともに我が国も含

め世界の医学生に読まれている標準的な人体発生

学の教科書である。前者は、豊富な模式図を駆使

し、本文もかなり詳しい記載である。本文が結構

詳しいので、学生が要点を掴みにくいかもしれな

いところが難点だが、模式図は多くの stage を含

んでおり、なにより模式的であることで器官形成

過程が理解し易い。これに対し後者は、本文の記

載が比較的少なく、要領良くまとめられているの

で学生が理解できたという満足感を得易い。そう

いう訳で両者はともに医学メディアセンターに収

蔵され、毎年学生に読まれるのだが・・・・。実

は「Moore 人体発生学」には誤った記載があるの

だ。心臓の心房中隔の形成過程に見られるこの誤

りは、ケアレスミスによるものでは無く、1918 年

に行われた誤った記載が現在まで引き継いだ形で

現われているものである。以下、心房中隔の発生

のどの点に誤りがあるのか、正しくはどうなのか、

そしてどういう経緯でこの誤りが教科書に載って

いるのかを紹介した後で、器官発生学の将来につ

いて若干の希望を述べたい。

まずはどこが誤りなのかというと、原始心房の

背側壁頭方部から発生してきた一次中隔が、房室
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管の 2 つの心内膜隆起に向かって発達すると、左

右の心房を連絡する開口部である一次口は次第に

小さくなる。ここまでは正しい。「Moore」の本

文と図によれば、この後まず 2 つの心内膜隆起が

癒合し、その後一次口が閉鎖することになってい

る。「心内膜隆起が癒合してから一次口が閉鎖さ

れる」が誤りである。実際には、徐々に発達した

一次中隔が、癒合していない背側および腹側心内

膜隆起に到達して一次口を閉鎖し、その後 2 つの

心内膜隆起が癒合する。

心内膜隆起が癒合してから一次口が閉鎖すると

いう記載はHamiltonらの「Human Embryology」
を初めとし、Arey の「Developmental Anatomy」、
「Patten’s Human Embryology」、新しいもので

は Pansky の「Review of Medical Embryology」
などに見られ、現在でも教科書では定説となって

いる。この説はWaterston(1918)がTrans. R. Soc. 
Edinburgh に掲載した論文に起源し、Patten
(1960)も Am. J. Anat.に記載している。

ところで Waterston の論文が刊行される以前

はどうであったか。Morill(1916)がブタで、一次

口の閉鎖後に心内膜隆起が癒合することを報告し

ている。Asami(1972)によれば、Waterston 以前

の報告ではすべて一次口が閉鎖後に心内膜隆起が

癒合するとしているという。その Asami(1972)は
ヒトの胎児心臓で一次口の閉鎖後に心内膜隆起が

癒合することを報告した。さらに、Dalgleish 
(1976)がマウスで、Puerta Fonolla & Orts Llorca 
(1978)がヒトで、Igarashi (1984)もラットで同様

の報告をしたが、発生学の教科書を書き改めるに

は至らなかった。すなわち「Moore 人体発生学」

は定説を記載しているだけなのだ。「Langman
人体発生学」は、記載が少ないのでこの部分の記

載が無なく、誤りを犯さなかっただけなのである。

発生学の教科書は、一見幾つかの論文を引用し

つつ書き上げているかの体裁になっている。しか

し実際は成書を参考にしながら書かれており、そ

の結果どの教科書も同じ誤りを長く引きずってい

る。この発生学教科書の書き方が現在にも伝わっ

ているために、誤りを正す報告が多数刊行されて

も、教科書が書き直されるには至らないのだろう。

ところで、1970 年代には心臓の器官形成研究が

まだまだ盛んに行われていたので、教科書が書き

直される機会はあった。しかし 1980 年代前半にな

ると心臓の器官形成研究はほとんど下火となり、

90 年代にはほとんど見られなくなった。これは心

臓に限らず、器官形成過程の研究全般にいえた。

この種の研究は時間が多大にかかるので論文の数

が稼げない。そして種々の分野で分子レベルの研

究が進んだ結果、分子レベルまで論じなければ

impact factor の高い雑誌に採択されにくくなっ

た。

発生学の分野でも遺伝子解析の研究が主流とな

り、付いた離れたといった様な古典的研究は学問

の領域から外れてしまいそうになった。従って器

官形成過程の記載は impact factor の低い雑誌に

しか掲載されない、引用されないという過程を経

ることになり、今回問題にしたような教科書に見

られる誤りが訂正されないまま、世の中では分子

レベルの発生学が論じられるようになった。この

ままだと空洞化した器官発生学を基盤として、分

子レベルの発生学を論じることになってしまうの

ではないか、私は危惧するのである。

これからの器官発生学の教科書は、既存の教科

書を引用するのでは無く、もう一度原著論文を精

読した上で書き直してもらいたいものだ。そして、

まだ時間の充分にある若い研究者には、論文の数

や impact factor を気にせずに、まだ分からない

ことが沢山ある器官形成過程の研究に従事してほ

しいものである。

なお、アメリカの Circulation Research に 2002

年掲載された「心臓の中隔形成」の総説と 2006

年にオックスフォード大学出版会から刊行された

「心臓の発生」と題した研究書は、Asami＆
Koizumi(1995)と Igarashi(1984)を引用し、「一

次口が閉鎖した後、心内膜隆起が癒合する」と結

論している。いつか「Moore」の記載が上記のご

とく書き改められ、さらに「Langman」にも記載

されることを願っている。

習志野キャンパス、消えゆく懐かしい建物

五十嵐 広明 昭和 49 年生物

習志野キャンパスの正門を入り、守衛所の前を

過ぎて直ぐに左折し、直進して「東邦会館」の裏

をさらに行くと、女子寮の「鶴風寮」があった。

あったというのは、今年 3 月に最後の寮生が退去

し、「鶴風寮」は閉鎖となったからである。私の所

属していた生物部の 2 年先輩が寮生で、面会をす

るために何度か玄関の中まで入り、先輩を呼び出

したことを思い出す。既に入学式や体育の授業、

そして昭和 40 年代には、しばしばダンスパーティ

ーが行われた体育館も、東日本大震災で一部が壊

れたため使用不能となり、取り壊されて跡地は駐

車場になっている。無人となった「鶴風寮」もそ

れほど遠くない時期に取り壊される運命にある

(P3 写真左上)。寮の跡地には医療に関する学部が

新設されると聴いており、志津にある東邦大学佐
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倉看護専門学校も大学に編制替えとなってここに

移転してくる。

「鶴風寮」には行かずに、「東邦会館」の裏で右

折し、教養 1 号館と 2 号館方面に行くと、左側に

は生協の建物である通称「プレハブ」があった。

講義の後、しばしば友人とこの「プレハブ」で待

ち合わせた。この「プレハブ」も何時しか取り壊

されて、今は薬草園の一部となっている（写真左

下）。教養 1 号館（写真右）と 2 号館も老朽化して

今はほとんど使われなくなっており、一見廃墟の

ように見える。体育館と同じように、遠からず取

り壊されるのであろう。

取り壊される運命にある閉鎖された鶴風寮。寮は

フェンスで周囲を囲まれている。正面が門、その

奥に玄関が見える。

この道の左側に「プレハブ」があった。道の右側

に昔のままの薬草園の温室。道の右奥に教養 1 号

館、左のクロマツ林の向こうに教養 2 号館が見え

る。2 号館は既に取り壊しが決まっている。

教養 1 号館を北側から見る。薬学部Ａ館との間の

小さかったサクラは 40 年経って大木になった。

支部総会・講演会・懇親会報告

第 20 回支部総会

日時：平成 25 年 9 月 8 日 11 時 30 分 ～12 時

場所：横浜 ホテルキャメロットジャパン

１．総会

1）定数報告

2）議題

第 1 号  平成 24 年度事業報告の件

第 2 号  平成 24 年度収支決算の件

第 3 号  平成 25 年度事業計画の件

第 4 号  平成 25 年度収支予算の件

第 5 号 その他

２．講演会（12 時 ～12 時 45 分）

『食を楽しみ元気に暮らすために大切なこと』

講師  渡邊 智子 先生

（千葉県立保健医療大学健康科学部・

栄養学科教授）

司会 高柳 満喜子

講演中の渡邊
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なお、講演は渡邊先生が現在取り組まれている

千葉県の取り組みを中心に行われた。「千葉型食生

活実践ガイド」については以下のホームページを

ご参照ください。

http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/g

uide-book.html」

３．懇親会（12 時 45 分～15 時）

司会 真下 順一

１．開 会

２．支部長挨拶          鈴木 廣昭

３．来賓祝辞

理学部鶴風会常務理事    森田 嘉一 様

東邦大学理学部長    高橋 正 先生

４．乾杯

理学部鶴風会元理事長    進藤洋一 先生

５．歓談

６．校歌斉唱

１）帝国女子医学薬学理学専門学校校歌

２）東邦大学校歌

７．閉会

８．記念写真撮影

歓談中の出席者

懇親会後の集合写真
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出席者

懇親会来賓

１．森田 嘉一（理学部鶴風会常務理事）

２．高橋 真 （理学部鶴風会理事・支部担当）

３．原  秀介（理学部鶴風会理事・

群馬県支部長）

４．熊井 靖佑（理学部鶴風会 北陸支部長）

５．高橋 正 〔理学部長

（理学部鶴風会名誉会長）〕

６．進藤 洋一〔理学部鶴風会事務局長

(元理学部鶴風会理事長)〕

７．登坂 邦雄〔理学部鶴風会理事

(元理学部鶴風会理事長）〕

８．伊藤 展枝（理学部鶴風会理事・

就職支援担当）

９．深 井 章 （元理学部鶴風会理事）

10．渡邊 智子（千葉県立保健医療大学

健康科学部）

神奈川県支部正会員出席者

（含支部友・準会員父母）

１．東野 若菜  昭 23 数学

２．鈴木 廣昭  昭 42 化学

３．高柳満喜子  昭 43 生物

４．蛭田 保健  昭 43 生物

５．村瀬 泰良 昭 44 化学

６．小此木國明 昭 44 生物

７．五十嵐広明  昭 49 生物

８．前田 公子  昭 49 生物

９．真下 順一  昭 49 生物

10．熊澤 武志  昭 57 生物

11．林鉄弥・里美

（準会員物理学科 3 年林拓馬父母）

12．深井 陽子（支部友・深井章令夫人）

総会審議内容

１．平成 24 年度東邦大学理学部鶴風会神奈川県支

部事業報告

1) 支部総会・支部講演会・懇親会の開催

平成 24 年７月 22(日)に、第 19 回支部総会、講

演会、および懇親会を横浜キャメロットジャパン

において開催した。

(1) 支部総会

支部総会(支部正会員出席者９名)では、23 年度

事業報告と収支決算報告、24 年度事業計画と予算

計画が承認された。また、小此木支部長より提出

された鈴木廣昭新支部長（42 年化学卒）を初めと

する平成 24 年度～26 年度の支部役員案が承認さ

れた。

(2) 支部講演会

東邦大学名誉学長青木継稔先生により「学長辞

任に際して─感謝とともに今後の発展を願う─」

と題する講演が行われた。

(3) 懇親会

講演会に引き続いて開催した懇親会には、高橋

正理学部長、岡田光正元理学部長ほか 12 名の来

賓出席があった。

2) 支部委員会の開催

第 1 回支部委員会：平成 24 年 5 月 13 日(日)、

横浜において「23 年度事業報告と収支決算、

24 年度事業計画と予算計画」について審議し

総会提出案を作成した。

第２回支部委員会：平成 24 年７月 22 日(日)、

支部総会・講演会・懇親会の最終打ち合わせ

を行った。

第３回支部委員会：平成 25 年３月 17 日(日)、

25 年度の支部総会・講演会の開催日の決定、

および今後の支部運営の方針などについて話

し合いを行った。

3) 鎌倉散歩の開催

事業計画通り 2 回開催した。

平成24年 4月 8日に開催した第29回鎌倉散歩

「江ノ電のって桜の寺をめでる」には 9 名の参加

があった。

11 月 25 日開催した第 30 回鎌倉散歩「鎌倉の

古道を歩く」は 13 名の参加を得て開催した。

4) 支部ニュース『鴎風』の発行

支部役員の改選に伴い「鴎風」の発行が遅れた

が、27 号を平成 25 年 3 月 25 日に発行した。正会

員への送付数 217 通、その他関係者等にも送付し

た。

２．平 成 24 年度収支決算

1) 一般会計

収入の部

項目 予算額 決算額

前年度繰越金

前納会費23年度分

年度内会費収入

支部活動補助費

寄付（鎌倉散歩）

利子

372,940

62,000

40,000

100,000

150

372,940

62,000

42,000

100,000

1,500

117

収入計 575,090 577,057
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支出の部

項目 予算額 決算額 備考

鎌倉散歩補助

支部ニュース

通信費

役員会費

庶務費

総会費

支部総会出張費

支部会費振込

手数料

5,000

55,000

15,000

10,000

20,000

50,000

100,000

7,000

5,150

57,078

11,660

12,450

12,128

37,250

77,940

4,320

拝観料等補助

260部(印刷・発送 )

振り込み手数料込

支出計 262,000 217,976

差引残高   359,081

2) 前納会計

収入の部

項目 決算額 備考

前年度繰越

年度内振込み前納金

利子（税引）

215,966

36,000

37

24年度中納入 25年度以降

の会費

収入計 252,003

支出の部

項目 決算額 備考

2 4年度分の引き出

し

62,000 24年度分を一般会計へ引

き落し

支出計 62,000

次年度繰越    190,003

３．平成 25 年度東邦大学理学部鶴風会神奈川県

支部事業計画

1) 支部総会・講演会・懇親会の実施

第 20 回支部総会・講演会・懇親会を平成 25 年

9 月 8 日(日)に横浜（ホテルキャメロットジャパ

ン）において開催する。

2) 支部委員会の開催

支部委員会を 2 回開催する計画をたて、既に第

1 回支部委員会を本日開催し、「24 年度事業報告と

収支決算」および「25 年度事業計画と予算計画」

について審議、承認し、さらに第 20 回支部総会・

講演会・懇親会の最終打ち合わせを行った。第 2

回支部委員会を来年の 25 年度内に開催する予定

である。

3) 鎌倉散歩の開催

今年から 4 月の第 1 日曜日、および例年通り 11

月の最終日曜日の計 2 回の鎌倉散歩を開催する予

定であり、すでに 4 月７日に第 31 回鎌倉散歩「隠

れた景勝地、六国見山でオオシマサクラをめでる

」を 10 名の参加を得て開催した。

4) 支部ニュース『鴎風』の発行

11 月に 28 号を発行する予定である。

４．平成 25 年度収支予算

収入の部

項目 予算額 備考

前年度繰越金

前納会費24年度分

年度内会費収入

支部活動補助費

利子

359,081

52,000

40,000

70,000

150

前納会費から

25年度分の引き落とし

本部より

収入計 521,231

支出の部

項目 予算額 備考

鎌倉散歩補助

支部ニュース

通信費

役員会費

庶務費

総会費

支部総会出張費

振込手数料

5,000

59,000

15,000

10,000

20,000

70,000

50,000

7,000

拝観料等補助

280部×１（印刷×・発送）

支出計 236,000

以上４件の議案は承認された。

第 31 回 鎌倉散歩「隠れた景勝地、六国見

山でオオシマサクラをめでる｣を開催

春の鎌倉散歩を、今回より一週繰り上げ、4 月

第一週日曜日の平成 25 年 4 月 7 日に参加者 10 名

で開催した。

当日は南西の強風が吹き荒れた日でしたが、一

同は北鎌倉駅に午前 10 時に集合し、横須賀線の線

路際の道を大船方面に歩いて、大船の常楽寺（じ

ょうらくじ）に向かいました。粟船山（ぞくせん

ざん）常楽寺は嘉禎 3 年（1237 年）創建の臨済宗

建長寺派の寺で、開基は北条泰時とされており、
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創建当時は密教系寺院でしたが、次第に禅宗色が

強まり、後に臨済宗の寺となりました。元禄 4 年

(1691 年)建立の仏殿は神奈川県指定重要文化財

に指定されており、本尊の阿弥陀如来像、脇侍の

観音菩薩像、勢至菩薩像（写真左上）などが安置

されているほか、天井には狩野雪信筆の

「雲龍図」（写真左下）が描かれていました。「雲

龍図」はかなり色あせてはいましたが、今にも飛

び出してきそうな迫力のある龍でした。山門は 17

世紀頃に建てられた鎌倉市の指定文化財で、茅葺

きの四脚門でした。仏殿の前で集合写真（写真右

上）を撮影した後、熊野神社・多門院方面へと歩

きました。粟船山の粟船は、昔のこの地の地名で

あり、「あわふね」から「おおふね」、そして「お

おふな（大船）」と呼ばれるようになったとされて

いるとのことです。

本尊の阿弥陀如来像、脇侍の観音菩薩像、

勢至菩薩像

雲龍図（狩野雪信筆）

六国見山（ろっこくけんざん）は、標高が僅か

150 ㍍ほどの円覚寺背後の山ですが、かなり急な

上り坂でした。昔は伊豆、相模、武蔵、安房、上

総、下総の６ヵ国を見渡すことが出来る景勝の地

で、当日は６ヵ国は望めないものの眼下に相模湾

を見下すことができる素晴らしい景色でした。

常楽寺仏殿前の参加者

なお、今年は桜の開花が早く、予定していたオオ

シマサクラの花は残念ながら見ることが出来ませ

んでした。六国見山で昼食を取った後、明月院方

面へと下り、さらに鎌倉駅まで歩き、次回の鎌倉

散歩の参加を誓って解散となりました。

参加者：

鈴木廣昭（42 化）、同お孫さん、

蛭田保健（43 生）、高柳満喜子（43 生）、

小此木國明（44 生）、五十嵐広明（49 生）、

乾 和子（49 生）、前田公子（49 生）、

深井 章（52 化）、深井陽子（深井 章令夫人）

神奈川県支部行事

第 32 回 鎌倉散歩のお知らせ

「鎌倉アルプス天園を経て、紅葉の名所獅

子舞へ」

日時：平成 25 年 11 月 24 日（日）

集合場所：「鎌倉駅西口（江ノ電側）改札口

前広場」午前 10 時(時間厳守）雨天中止

費用：交通費、拝観料

持物：弁当、飲料（鎌倉駅で購入できます）

鎌倉でハイキングをしたといえば、「天園？」と

聞かれるほど人気の散策路ですが、支部の鎌倉散

歩では初めての挑戦です。このあたりは鎌倉の北

側、俗に鎌倉アルプスと呼ばれ、太平山はその最

高峰で海抜 180ｍほど、鎌倉市街、由比ヶ浜海岸

はもちろんのこと、天気が良ければ横浜、富士山

まで見渡せるはずです。ゆっくりお弁当を食べ、

帰りは長歩きを避けて紅葉の穴場とされる獅子舞

を降ります。運がよければ、獅子舞でモミジとイ

チョウのすばらしいコントラストに出会えるでし
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ょう。２時間程度の気軽なハイキングコースです

が、山道です。特に獅子舞あたりはちょっと足場

も悪いので、滑りにくい靴で参加してください。

予定コース

鎌倉駅大塔の宮 （バス） バス停・・・永福寺

跡・・・瑞泉寺・・・貝吹地蔵・・・天園・・・

太平山・・・獅子舞・・・大塔の宮バス停 （バ

ス） 鎌倉駅

参加希望者は 11 月 21 日（木）までに、高柳満喜

子または鶴風会事務局にご連絡ください。

（第 32 回鎌倉散歩は終了しました）

第 33 回 鎌倉散歩のお知らせ

「江ノ電にのって腰越で、龍口寺輪番寺を

巡る」

日時：平成 26 年４月 6 日（日）

集合場所：「鎌倉駅西口（江ノ電側）改札口

前広場」午前 10 時(時間厳守）小雨決行

費用：交通費、拝観料

持物：弁当、飲料（鎌倉駅で購入できます）

以前にも「義経ゆかりの地」として訪れ

た腰越ですが、今回は「日蓮法難の地」を

メインテーマに龍口寺とその輪番寺八ヶ寺

を廻ります。鎌倉幕府にとらえられた日蓮

が、まさに斬首されようとしたとき、「江ノ

島の方より満月のような光ものが飛び来た

って首斬り役人の目がくらみ、畏れおのの

き倒れ」（日蓮聖人の手紙より）、斬首の刑

は中止となったと伝えられる刑場跡に建立

された寺が龍口寺です。龍口寺は、明治 19

年まで住職をおかず、近くの八つの寺が順番で霊

場を守っていました。８寺のうち５寺は腰越の谷

戸と呼ばれる地域に、３寺は龍口寺と同じ片瀬に

あります。いずれもあまり観光客の目にとまらな

い地味な佇まいですが、その歴史は古く、1300 年

のはじめより続いています。

このシーズン、腰越は名物のシラスとわかめの

収穫が始まっています。お昼ご飯は、海岸近くで

シラスどんぶりを食べましょう。

今回は全て町歩きで、高低差もほとんどありま

せん。

予定コース

鎌倉駅 （江ノ電） 腰越・・・本成寺・・・

勧行寺・・・妙典寺・・・東漸寺・・・本龍寺・・・

法源寺・・・龍口寺・・・常立寺・・・本蓮寺・・・

江ノ電江ノ島駅 （江ノ電） 鎌倉駅または藤沢

駅

参加希望者は４月２日（水）までに、高柳満喜子

または鶴風会事務局にご連絡ください。

編集後記

「器官発生学の空洞化」は、1996 年に大森医学

部の図書館ニュースに書いたエッセイを、ほんの

少しだけ書き直したものです。この当時、メーカ

ーの工場が賃金の安い外国に出始めた頃で、「産

業の空洞化」が叫ばれていました。そのようなわ

けで「空洞化」という用語を、私の専門としてい

た心臓の中隔形成に引っかけてテーマにしたので

した。文章の半ばの辺は難しいので、その前・後

の文章を読んで頂ければ幸いです。この当時はま

だ私の論文は引用されていなかったのですが、

1998年にイギリスの女性研究者に引用されてから

総説や研究者用の心臓発生の研究書に引用される

ようになりました。いつか「Moore 人体発生学」

と「Langman 人体発生学」に浅見一羊先生の論

文と一緒に引用され、誤りが正される日が来れば

本望だなと思います。

鎌倉散歩、第 33 回は高柳氏自身の出身地腰越の

散歩です。高柳氏は毎回地元の人の目で見た鎌倉

を私達同窓に紹介してくれています。腰越では過

去には同級生の住職にお寺の座敷でコーヒーをご

馳走になったりして、今回も一味違う腰越を紹介

してくれることでしょう。皆様も是非一度お友達

を誘って参加してみませんか。

投稿、問い合わせ等が有りましたら、支部長、

編集委員または支部幹事までお願いします。

（H.I. 記）

編集委員：五十嵐広明、小此木國明、鈴木廣昭、

高柳満喜子、竹内久美、蛭田保健、真下順一

（ｱｲｳｴｵ順）

支部事務局：支部長 鈴木廣昭 住所


