
■ 平成２年１０月設立総会報告事項

会　長 大和田  昇

顧　問 林　　　規

常任幹事 掛橋　則夫 沢田　耕輔 寺岡　四郎 山田　守士

幹　事 青山　敏雄 加藤　敏雄 西川  　稔 松尾　義光

会計監事 嘉永　政行

設立時会員数 183

総会 「本社会議室」　1990/10/1　

見学 なし

懇親会 「三菱クラブ」・会員７８名参加

■ 平成３年９月総会報告事項

会　長 大和田　昇

顧　問 林　　　規 木下　英俊

常任幹事 掛橋　則夫 沢田　耕輔 寺岡　四郎 山田　守士

幹　事 青山　敏雄 加藤　敏雄 西川  　稔 松尾　義光

会計監事 嘉永　政行

物故会員

期末会員数 196

総会 「長浜工場会議室」　1991/9/28

見学 長浜工場、浅井工場

懇親会 「社員会館ホール」・６１名参加

■ 平成４年１０月総会報告事項

会　長 大和田　昇

顧　問 林　 　　規 木下　英俊

支部長   関西・岡山　尚志

常任幹事 掛橋　則夫 沢田　耕輔 寺岡　四郎 山田　守士

幹　事 青山　敏雄 加藤　敏雄 西川　  稔 松尾　義光

会計監事 嘉永　政行

物故会員 西蔦　照親 横山　英彦

長寿祝贈呈 　林　  　規 武野　貞明 金田  　懋

期末会員数 204

総会 「平塚工場会議室」　1992/10/2

見学 パイプ工場、成形工場、プレート工場、フィルム工場、ダイヤブロー工場、ＮPL工場

カード工場、レーザーディスク工場、パイプ実験塔、焼却炉、パイプショールーム

懇親会 「レストラン大原(平塚市総合公園内)」・７４名参加
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■ 平成５年５月総会報告事項

会　長 大和田　昇

顧　問 林　　　規 木下　英俊

支部長   関西・岡山　尚志

常任幹事 掛橋　則夫 沢田　耕輔 寺岡　四郎 山田　守士

幹　事 青山　敏雄 加藤　敏雄 西川 　稔 松尾　義光

会計監事 嘉永　政行

物故会員 大浦　新市

長寿祝贈呈 大和田　昇 尾方　良祐 斎藤　多計夫 白崎　重幸 渡辺　正男 辻　  亮一

期末会員数 210

総会 「長浜工場会議室」　1993/10/8

見学 パイプ工場、ポリカ工場、kｐ-ｃａｎ工場

懇親会 「社員会館ホール」・７９名参加

■ 平成６年10月総会報告事項

名誉会長 大和田　昇

会　長 倉持　  弘

顧　問 木下　英俊 村松　寿久

支部長   関西・岡山　尚志

常任幹事 掛橋　則夫 沢田　耕輔 寺岡　四郎 山田　守士

幹　事 青山　敏雄 加藤　敏雄 黒川　  亮 西川　  稔 松尾　義光 山本　雄三

支部長   関西・岡山　尚志

長寿祝贈呈 川底　正弘 宇野　庄三 加藤　敏雄 町田　富美夫 岡  　秀明

期末会員数 222

総会 「平塚工場会議室」　1994/10/4

見学 パイプ梱包工場、ＥＦ継手工場、ＦＲＰ工場、レーザーディスク工場、ダイヤブロー工場

懇親会 「レストラン大原(平塚市総合公園内)」・

■ 平成７年５月総会報告事項

名誉会長 大和田　昇

会　長 倉持　  弘

顧　問 木下　英俊 村松　寿久

支部長   関西・岡山　尚志

常任幹事 掛橋　則夫 沢田　耕輔 寺岡　四郎 山田　守士

幹　事 青山　敏雄 加藤　敏雄 黒川　  亮 西川　  稔 松尾　義光 山本　雄三

物故会員 常世　正興 蘆田　正之 中川　豊一 大和　礼蔵

長寿祝贈呈 高林　健治 一居　庄次 飯沼　  淳

期末会員数 233

総会 「長浜工場会議室」　1995/10/13

見学 建材センター建設予定地、パイプ工場、メタル工場

懇親会 「社員会館ホール」・９１名参加
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■ 平成８年総会休止

■ 平成９年５月総会報告事項 （平成９・８年合同）

名誉会長 大和田　昇

会　長 倉持　  　弘

顧　問 木下　英俊 村松　寿久

支部長   関西・岡山　尚志

常任幹事 掛橋　則夫 山田　守士

幹　事 柴田　弥蔵 小野　博三 黒川  　　亮 笹原　榮之助 岩野　利生

山根　邦章 山本　雄三

会計監事 小原　眞二

物故会員 岡西　　巌 飯沼　　淳 坂本　芳雄 國本　　隆 福井　　清 堤　　義雄

西川　　稔 尾方　良祐

長寿祝贈呈 井東　政蔵 宮本　二四彦 田幡　義勝 小西　  　徴 藤井　芳郎 青木　貞巳

山本　正良 井原　利平 倉持　  　弘 富岡　康之 中村　光男 佐藤　三郎

室屋　数盛 木下　英俊 乙竹　利清 出合　一夫 工藤　　勇 景山　明夫

期末会員数 254

総会 平塚｢CSセンター｣　1997/5/19

見学 平塚工場、詳細なし

懇親会 「クラブ湘涛」・８７名参加

■ 平成１０年５月総会報告事項

名誉会長 大和田　昇

会　長 高橋　義衛

顧　問 木下　英俊 村松　寿久

支部長   関西・岡山　尚志

常任幹事 竹井　真一 山田　守士

幹　事 柴田　弥蔵 小野　博三 加藤  　進 笹原　榮之助 岩野　利生

市村　義雄 山本　雄三

会計監事 小原　眞二

物故会員 富岡　康之 倉持　  弘 伊東　英治 掛橋　則夫 南部  　浩

長寿祝贈呈 岩崎　光雄 鶴島　春道 横山　幸彦 河野　俊男 合原　精一

期末会員数 287

総会 ｢長浜第２本館会議室｣　1998/5/29

見学 浅井新設工場（プレート、フイルム）

懇親会 「社員会館ホール」・７９名参加

3



■ 平成１１年５月総会報告事項

名誉会長 大和田　昇

会　長 高橋　義衛

顧　問 木下　英俊 村松　寿久 濱辺　正剛

支部長   関西・岡山　尚志

常任幹事 竹井　真一 山本　雄三

幹　事 高橋　清吾 加藤　   進 市村　義雄 吉井   　靖 柴田　弥蔵

笹原　榮之助 小野　博三 佐古田英男

会計監事 小原　眞二

物故会員 池田　二三男 岩崎　光雄 杉山　恒吉 山内　   保 岡本　　晃 一居　庄次

長寿祝贈呈 安藤　明義 柴田　梅夫 徳光　武敏 村松　寿久 綿屋　貞紀 洗　  直喜

期末会員数 326

総会 平塚｢CSセンター｣　1999/5/28

見学 平塚工場（プレート分室、EF継手）

懇親会 「クラブ湘涛」・８２名参加

■ 平成１２年５月総会報告書

名誉会長 大和田　昇

会　長 高橋　義衛

顧　問 木下　英俊 村松　寿久 濱辺　正剛

支部長   関西・岡山　尚志、近畿分会長・加藤敏雄

常任幹事 竹井　真一 山本　雄三

幹　事 原田　浩次 加藤　　進 市村　義雄 吉井  　靖 柴田　弥蔵 笹原　榮之助

山口  　滋 佐古田　英男

会計監事 小原　眞二

物故会員 尾岡　尚彰 清水　静夫 荻野　健太郎 植田　敏郎

長寿祝贈呈 大倉　敏司 古賀八九八 島本  　　進 山田　守士 尾山　利之

期末会員数 441

総会 ｢長浜工場第２本館会議室｣　2000/5/26

見学 パイプ工場、プレス工場、カレンダー工場

懇親会 「社員会館ホール」・９６名参加　１０周年記念の鏡割り
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■ 平成１３年５月総会報告事項

名誉会長 大和田　昇

会　長 高橋　義衛

顧　問 木下　英俊 村松　寿久 濱辺　正剛 宮部　義一

支部長   関西・岡山　尚志、近畿分会長・加藤敏雄

常任幹事 竹井　真一 山本　雄三

幹　事 加藤　　進 市村　義雄 吉井　  靖 原田　浩次 黒川  　亮 柴田　弥蔵

笹原　榮之助 山口　  滋 佐古田　英男

会計監事 小原　眞二

物故会員 古賀八九八 景山　明夫

長寿祝贈呈 甘粕　慎一 石塚　守男 岩崎　俊二郎 渡部　一蔵 河原　見治

期末会員数 469

総会 平塚｢CSセンター｣　2001/5/25

見学 平塚工場、詳細なし

懇親会 「クラブ湘涛」・９７名参加

■ 平成１４年５月総会報告事項

名誉会長 大和田　昇

会　長 高橋　義衛

顧　問 木下　英俊 濱辺　正剛 宮部　義一

支部長   関西・柴田　弥蔵、近畿分会長・加藤  敏雄

常任幹事 竹井　真一 山本　雄三

幹　事 加藤　　進 市村　義雄 吉井  　　靖 原田　浩次 黒川　  亮 柴田　弥蔵

笹原　榮之助 山口    滋 佐古田　英男

会計監事 小原　眞二

物故会員 徳光　武敏 田中　和明 大西　与四彦 大倉　敏司 河野　俊男 柴田　梅夫

冨田　敏彦 中村　満男 村松　寿久

長寿祝贈呈 梅根　研一 川瀬　新三 木下  　巧 沢田　耕輔 杉田　為武士 平井　龍一

広瀬　　勉 嘉永　政行 岡山　尚志 北川　良雄 小林　一好 川野　秀正

鶴田　泰祐 松尾　義光

期末会員数 512

総会 ｢長浜工場東食堂１階｣　2002/5/24

見学 浅井工場

懇親会 「長浜工場東食堂１階」・１０３名参加
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■ 平成１５年５月総会報告事項

名誉会長 大和田　昇

会　長 高橋　義衛

顧　問 木下　英俊 濱辺　正剛 宮部 義一

支部長   関西・柴田　弥蔵、　近畿・山口　滋

常任幹事 加藤   　進 岩田　幸三

幹　事 市村　義雄 吉井　   靖 原田　浩次 黒川  　亮 森川　栄寿

富岡　秀雄 柴田　清廣 佐古田英男

会計監事 小原　眞二

物故会員 崎山　保一 森  　一男 秋里　隆男 河原　見治 篠藤　為彦 出合 一夫

杉田為武士 松尾  　甫 大熊　氏治 川底　正弘 秋野　紀之

長寿祝贈呈 斎藤  　進 柴田　栄一 寺岡　四郎 深草  　毅 古沢　正文 増原　雄甫

伊豆　亥児 平城　一生 峰松  　晃 吉田誠一郎 岩野　利生

期末会員数 540

総会 平塚｢CSセンター｣　2003/5/23

見学 平塚工場、詳細なし

懇親会 「クラブ湘涛」・１０３名参加

■ 平成１６年５月総会報告事項

名誉会長 大和田　昇

会　長 高橋　義衛

顧　問 木下　英俊 濱辺　正剛 宮部  義一

支部長   長浜・森川栄寿、　大阪・山口　滋、　名古屋・岸川　茂

常任幹事 加藤 　  進 岩田　幸三

幹　事 市村　義雄 吉井　   靖 原田　浩次 黒川　  亮 山本   　猛

富岡　秀雄 柴田　清廣 柴田　寿一 相馬　義一

会計監事 小原　眞二

物故会員 尾山　利之 田中  　豊 白崎　重幸 西村富士男 満本　敏一 田幡　義勝

鶴田　泰裕 平井　龍一 武野　貞明 竹井　真一 姫野　武彦

長寿祝贈呈 相道  　章 香川　重雄 日下部恒雄 沢田光之助 青山　敏雄 杉山英雄

期末会員数 556

総会

見学 菱琵テクノ工場

懇親会 「長浜工場中食堂２階」・９３名参加

長浜｢社員会館ホール｣　2004/5/21
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■ 平成１7年５月総会報告事項

会　長 高橋　義衛

顧　問 木下　英俊 濱辺　正剛 宮部 義一 菅澤　武彦

支部長   長浜・森川栄寿、　大阪・山口　滋、　名古屋・岸川　茂、　九州・相馬義一

常任幹事 加藤  　進 岩田　幸三

幹　事 佐藤　昌二 吉井  　靖 原田　浩次 黒川　  亮 山本  　猛

富岡　秀雄 柴田　清廣 柴田　寿一

会計監事 谷口　勝利

物故会員 奥田　民雄 姫田　四郎 小島  　孝 広根国衛 綿貫　貞紀 甘粕　慎一

関　  信之 佐藤  　誠 佐藤　三郎

長寿祝贈呈 明吉　章一 伊藤 和生 坂本 堅一 高橋　義衛 濱辺 正剛 森口 　勝

饗庭　敏三

期末会員数 573

総会 東京「本社会議室」　2005/5/20

見学 旧岩崎邸庭園・三菱経済研究所

懇親会 「三菱クラブ」・９４名参加

■ 平成１８年５月総会報告事項

会　長 鳥居　正義

顧　問 木下　英俊 濱辺　正剛 高橋　義衛 宮部 義一 菅澤　武彦

支部長   長浜・森川栄寿、　大阪・山口　滋、　名古屋・伊藤　壽、　九州・相馬義一

常任幹事 加藤 　　進 岩田　幸三

幹　事 佐藤　昌二 柘植   　茂 原田　浩次 宮下　和久 山本  　猛

富岡　秀雄 柴田　清廣 矢作　憲三

会計監事 谷口　勝利

物故会員 伊豆　亥児 東野　元貞 高野　達男 乙竹　利清 末松  　幹 大和田　昇

長寿祝贈呈 中村　寿夫 西岡  　昭 北川　久男 山口　  昭 末永  　理

期末会員数 591

総会 長浜「第二本館会議室」　2006/5/19

見学 「山内一豊･千代　博覧会」めぐり

懇親会 「社員会館」・８９名参加
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■ 平成１９年５月総会報告事項

会　長 鳥居　正義

顧　問 木下　英俊 濱辺　正剛 高橋　義衛 宮部 義一 菅澤　武彦

支部長   長浜・森川栄寿、　大阪・山口　滋、　名古屋・伊藤　壽、　九州・相馬義一

常任幹事 加藤  　進 岩田　幸三

幹　事 佐藤　昌二 柘植  　茂 原田　浩次 宮下　和久 山本 　猛 原島　尚参

北村　柾美 磯田  　智 西沢　芳朗

会計監事 谷口　勝利

物故会員 玉木　正良 佐々木英雄 荒木　秀浩 中村　寿夫 川瀬　新三 青木　貞巳

斉藤　多計夫 木下   　巧 山田   　博

長寿祝贈呈 石井   　弘 長谷川　義雄 宮部　義一 山本　博之 山本　正治 田中　幸雄

井上   　漠

期末会員数 623

総会 平塚「ＣＳｾﾝﾀｰ」　2007/5/25

見学 ショールーム、パイプ工場、パーティション工場、ポリペンコ社・作品展

懇親会 クラブ「湘涛」・９６名参加

■ 平成２０年５月総会報告事項

会　長 鳥居　正義

顧　問 木下　英俊 濱辺　正剛 高橋　義衛 宮部 義一 菅澤　武彦 神尾　　章

支部長   長浜・森川栄寿、　大阪・山口　滋、　名古屋・伊藤　壽、　九州・相馬義一

常任幹事 加藤  　進 岩田　幸三

幹　事 佐藤　昌二 柘植  　茂 原田　浩次 宮下　和久 山本 　猛 原島　尚参

北村　柾美 磯田  　智 西沢　芳朗

会計監事 谷口　勝利

物故会員 南　　光弘 饗場　敏三 藤井　芳郎 水嶋　　晃 塙　　　宏 工藤　　勇

八木　富央 菊間　真次 梅根　研一 北川　良雄

長寿祝贈呈 三原　　稔 立石　　尭 川崎　誠吉

期末会員数 623

総会 長浜「新研究棟」　2008/5/23

見学 竹生島観光

懇親会 北びわこホテル「グラッツェ」・９６名参加
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■ 平成２１年５月総会報告事項

会　長 鳥居　正義

顧　問 木下　英俊 高橋　義衛 宮部 義一 菅澤　武彦 神尾　　章

支部長   長浜・森川栄寿、　大阪・山口　滋、　名古屋・伊藤　壽、　九州・相馬義一

常任幹事 加藤  　進 岩田　幸三

幹　事 山本　　猛 佐藤　昌二 柘植　　茂 宮下　和久 原島　尚参 佐藤　　勇

北村　柾美 磯田  　智 西沢　芳朗

会計監事 谷口　勝利

物故会員 中川　忠征 堀　 　勝 小宮　繁伸 横山　幸彦 井東　政蔵 渋谷　昶明

濱邉　正剛 柴田　栄一 武内　英之 山本　貞生 山本　正治 倉垣　二郎

岡　　秀明 瀬沼　伸一

長寿祝贈呈 岩田　由春 大庭　忠利 小久保　武雄 柴田　弥蔵 八木　茂治 村岡　精一

宮原　正衛 西堀　和弥 金田　良吉 佐伯　清忠 竹田　善祐 田中　一英

期末会員数 657

総会

見学 　ショールーム、ポリペンコ社新規設備

懇親会 　クラブ「湘涛」・８７名参加

■ 平成２２年６月総会報告事項

会　長 鳥居　正義

顧　問 高橋　義衛 宮部 義一 菅澤　武彦 神尾　　章

支部長   長浜・森川栄寿、　大阪・熊倉　寛、　名古屋・伊藤　壽、　九州・相馬義一

常任幹事 山本　　猛

幹　事 佐藤　昌二 柘植　　茂 宮下　和久 原島　尚参 佐藤　　勇 北村　柾美

磯田  　智 西沢　芳朗 山谷　章浩

会計監事 谷口　勝利

物故会員 山口　　昭 八木　茂治 田島　　穣 香川　重雄 明吉　章一 木下　英俊

小林　正威 夏川　　清 合原　精一 安藤　忠雄 生田　碩男 岡山　尚志

長寿祝贈呈 土屋　倭章 外海金太郎 中尾　幸男 野崎　紋寿 平松　　久 福原　　清

東田昭一郎 岩井　文雄 三田村  勇 中川　　正 梶　　道信 麻生　昌則

広江　昭道 高山　栄司 高田　宏員 永野　　宏 中村　利之 石井　　實

市川　博和 笹原榮之助 塩沢　敏行

期末会員数 679

総会 長浜「新研究棟」　2010/6/4

見学 山東工場

懇親会 「大志館」・１１２名参加

　平塚｢ＣＳｾﾝﾀｰ｣　2009/5/22
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