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目次（平成31年度[4月よりの行事予定]） P2
支部長挨拶、平成31年度総会案内 綿引支部長 P3
第46回千葉県支部総会資料 高橋副支部長 P4
総会資料　決算報告・予算案 穂坂　邦光 P5
第45回千葉県支部総会報告 高橋副支部長 P6～
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寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P14～
寄稿　クラッシック音楽雑談 佐藤　隆義 P16～
史跡・万歩会の活動報告と今後の予定 千代　和彦 P19～
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P23～
ゴルフ会の活動報告と活動計画 高崎　芳紘 P26～
会員たより 綿引支部長 P28～
平成30年度会費納入者 穂坂　邦光 P30
平成30年度寄付金協力者 穂坂　邦光 P31
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支部長挨拶、平成30年度総会案内 綿引支部長 P3
第45回千葉県支部総会資料 高橋副支部長 P4
総会資料　決算報告・予算案 穂坂　邦光 P5
第44回千葉県支部総会報告 高橋副支部長 P6～
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平成30年新年会の報告 高橋副支部長 P9
平成31年新年会の案内 高橋副支部長 P10
寄稿　エッセイ「祈らずとても神守る」 塚越要夫顧問 P11～
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P14～
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第43回千葉県支部総会報告 高橋副支部長 P6～
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平成29年新年会の報告 高橋副支部長 P10
平成30年新年会の案内 高橋副支部長 P11
寄稿　故大和田氏を偲んで 檜山顧問 P12～
寄稿　日本酒　おもしろマメ知識 穂坂　邦光 P14～
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P16～
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P18～
平28年俳句コンクール成績発表ほか 塚越　要夫 P20～
史跡・万歩会の活動 千代　和彦 P23～
ゴルフ会の活動報告と活動計画 高崎　芳紘 P27～
会員たより 綿引支部長 P29～
平成28年度会費納入者 穂坂　邦光 P31
支部役員・役割・連絡一覧表　　(個人情報のため削除) 　

第54号 支部創立60周年記念号　2016/4(平成28年4月) 9,817Kb
特集
　挨拶 綿引支部長 P4
　多賀工業会会長祝辞　「創立60周年記念に寄せて」 多賀工業会会長 P15
　近隣支部長祝辞
　　おめでとう支部設立60周年！ 埼玉支部長 P16
　　あかりの歴史」 水戸勝田支部長 P17～18
　　「雨引観音－加波山－筑波山」と同窓会 静岡支部長 P19
　　創立６０周年おめでとうございます 東京支部長 P20
　　支部設立６０周年によせて 栃木支部会支部長 P21
　歴代支部長寄稿
　　三幣正人さんを偲んで 税所　裕 P22
　　会報のネット利用のアピール 檜山　邦良 P23
　　祝多賀工業会千葉県支部創立60周年 大和田　武義 P24
　寄稿
　　戦前・戦後の思い出に託して 明石　和夫 P25～27
　　霊的文化と俳句 塚越　要夫 P28～31
　　日本酒　おもしろマメ知識 穂坂　邦光 P32～33
　　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P34～35
支部活動
　行事予定 P3
　総会
　　総会案内 綿引支部長 P4
　　総会資料（議案） 高橋副支部長 P5
　　会計報告及び予算案 穂坂幹事 P6
　　平成27年度第42回総会報告 高橋副支部長 P7～8
　　講演会要旨 穂坂　邦光 P9～12
　新年会
  　平成28年新年会報告 高橋副支部長 P13
  　平成29年新年会のご案内 高橋副支部長 P14
　 同好会活動（報告及び予定）
　　俳句同好会
　　　俳句コンクール・募集 塚越　要夫 P36～37
　　　バス吟行 塚越　要夫 P38
　　史跡・万歩会 千代　和彦 P39～42
　　囲碁同好会 佐藤　隆義 P43～44
　　ゴルフ同好会 高崎　芳紘 P45～46
会員便り 綿引支部長 P47～48
千葉県支部年表 綿引支部長 P49～54
会費納入者 P55
支部役員・役割・連絡一覧表　　(個人情報のため削除) P56

第53号 2015/4(平成27年4月) 4078Kb
支部長挨拶、平成27年度総会案内 綿引支部長 P2
塩幡会長ご挨拶 多賀工業会会長 P3
第42回支部総会資料 萩野谷幹事長 P4～5
史跡万歩会の活動及び新年会の報告 千代　和彦 P6～
史跡・万歩会の活動報告及び今後の予定 千代　和彦 P7～8
囲碁会の活動報告と今後の予定 佐藤　隆義 P9
ゴルフ会の今後の予定 高崎　芳紘 P10
俳句「三幣正人さんを偲ぶ」 塚越　要夫 P11
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平26年後期俳句コンクール成績発表ほか 塚越　要夫 P12～
寄稿　日本酒　おもしろマメ知識 穂坂　邦光 P14～
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P16～
平成28年度千葉県支部新年会のご案内 P18
平成26年度会費納入者 P19
支部役員・役割・連絡一覧表　　(個人情報のため削除) 　

第52号 2014/11(平成26年11月) 4724Kb
会報52号発刊に寄せて 綿引支部長 P2
平成26年度第401千葉県支部総会報告 萩野谷幹事長 P3
平成27年多賀工業会千葉県支部新年会と初詣のご案内 千代幹事 P5
講演会要旨(高温超電導の技術動向について) 渡辺和夫 P6～
会員だより 綿引支部長 P10～
寄稿　日本酒　おもしろマメ知識 穂坂　邦光 P12～
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P14
史跡・万歩会の報告と今後の予定 千代　和彦 P16～
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P19
平26年前期俳句コンクール成績発表　その他 塚越　要夫 P20～
ゴルフ会報告と今後の予定 鮏川　宏一 P22
編集後記 金坂　潤 P23
支部役員・役割・連絡一覧表　　(個人情報のため削除) P24

第51号 2014/4(平成26年4月) 3703Kb
支部長挨拶、平成26年度総会案内 綿引支部長 P2
総会資料 萩野谷幹事長・穂坂幹

事
P3～4

史跡万歩会の活動及び新年会の報告 千代　和彦 P5
史跡・万歩会の報告と今後の予定 千代　和彦 P6～
寄稿　短歌の文芸性について 塚越顧問 P８～
寄稿　日本酒　おもしろマメ知識 穂坂　邦光 P12
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P14
寄稿　上総国府はどこに? 高萩 　隆司 P16～
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P19
平24年後期俳句コンクール成績発表　その他 塚越　要夫 P20～
ゴルフ会報告と今後の予定 鮏川　宏一 P22
平成25年度会費納入者 P23
支部役員・役割・連絡一覧表　　(個人情報のため削除) 　

第50号 2013/11(平成25年11月) 4320kb
会報50号発刊に寄せて 綿引支部長 P2
平成25年度第40回千葉県支部総会報告 萩野谷幹事長 P3
平成26年の新年会のご案内 千代幹事 P5
会員だより 大和田前支部長 P6
寄稿　鳥類憐み 檜山顧問 P8
寄稿　日々これ好日でありたい 大和田顧問 P10
寄稿　思い出 高橋顧問 P12
寄稿　短歌受講記録-2 兼子八郎 P14
寄稿　日本酒　おもしろマメ知識 穂坂　邦光 P17
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P19
史跡・万歩会の報告と今後の予定 千代　和彦 P21
平成25年前期俳句コンクール成績発表その他 塚越　要夫 P24
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P26
ゴルフ会報告と今後の予定 鮏川　宏一 P27
支部役員・役割・連絡一覧表　　(個人情報のため削除)  

第49号 2013/4(平成25年4月) 3550kb
支部長挨拶、平成25年度総会案内 大和田支部長 P2
会長挨拶 臼井俊雄 P3
総会資料 綿引幹事長・穂坂幹事 P3～5
新年会と史跡万歩会の報告 高橋清 P6
寄稿　短歌講座記録から 塚越顧問 P9
寄稿　日本酒　おもしろマメ知識 穂坂　邦光 P12
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P14
平24年後期俳句コンクール成績発表　その他 塚越　要夫 P16～
史跡・万歩会の報告と今後の予定 高橋　清 P6～
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囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P15
ゴルフ会の報告と今後の予定 綿引　貞男 P18
支部役員・役割・連絡一覧表(削除)

第48号 2012/11(平成24年11月) 3720kb
会報48号発刊に寄せて 大和田支部長 P2
平成24年度第39回千葉県支部総会報告 綿引幹事長 P3～4
平成25年の新年会のご案内 高橋副支部長 P5
講演会要旨(スマートグリツドでどうなるの?) 高萩隆司 P6～
会員だより 大和田支部長 P9～
寄稿　日本酒　おもしろマメ知識 第二話 穂坂　邦光 P12～
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り-6 沼倉　研史 P14～
平成23年後期俳句コンクール成績発表 塚越　要夫 P16～
平成24年度史跡・万歩会の活動報告と今後の予定 高橋　清 P18～
囲碁会報告 佐藤　隆義 P22
ゴルフ会報告 綿引　貞男 P23
支部役員・役割・連絡一覧表(削除)  

第47号 2012/4(平成24年4月) 1517kb
支部長挨拶、平成24年度総会案内 大和田支部長 P2
総会資料 綿引幹事長・穂坂幹事 P3～4
新年会の報告 高橋副支部長 P5
先輩原田正夫氏を偲んで 山田顧問 P6
寄稿　我が俳のルーツ 塚越顧問 P8
寄稿　日本酒　おもしろマメ知識 穂坂　邦光 P11
寄稿　我が囲碁人生を振り返って 佐藤　隆義 P13
寄稿　なかま 萩野谷道雄 P17
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P19
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P21
史跡・万歩会の報告と今後の予定 高橋　清 P22
平成23年後期俳句コンクール成績発表 塚越　要夫 P24
ゴルフ会の報告と今後の予定 綿引　貞男 P26
支部役員・役割・連絡一覧表(削除)

第46号 2011/11(平成23年11月) 1400kb
会報46号発刊に寄せて 大和田支部長 P2
平成23年度第38回千葉県支部総会報告 綿引幹事長 P3
平成24年度第39回千葉県支部総会案内
平成24年の新年会のご案内 高橋副支部長 P4
講演会要旨 穂坂　邦光 P5
史跡・万歩会の活動報告と今後の予定 高橋　清 P6
関誠治氏遺稿集 塚越　要夫 P7
俳句結果発表と後期俳句募集 塚越　要夫 P8～9
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P10
ゴルフ同好会報告 綿引　貞男 P11
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P12

第45号 2011/4(平成23年4月) 2540kb
支部長、平成23年度総会挨拶 大和田支部長 P2
総会資料 綿引幹事長・穂坂幹事 P3
新年会の報告 高橋副支部長 P4
支部活性化のためのアンケート結果の報告 川野辺建 P5
寄稿　俳句は玉手箱 塚越顧問 P8
寄稿　飛び道具の話 檜山顧問 P11
寄稿　ある病院で体験したこと 橘　弘 P16
寄稿　沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P19
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P21
史跡・万歩会の報告と今後の予定 高橋　清 P22
俳句結果発表と後期俳句募集 塚越　要夫 P24
ゴルフ同好会の報告と今後の予定 綿引　貞男 P26
支部役員・役割・連絡一覧表(削除)

第44号 2010/11(平成22年11月) 4322kb
会報44号発刊に寄せて 大和田支部長 P2
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平成22年度第37回千葉県支部総会報告 綿引幹事長 P3
平成23年の新年会のご案内 高橋副支部長 P5
講演会要旨(電波塔の世界一を目指す東京スカイツリー) 穂坂　邦光 P6
会員だより 大和田支部長 P10～
寄稿:俳句は造型文芸なり 塚越　要夫 P14
寄稿:沼倉研史のアメリカ便り 沼倉　研史 P18
俳句結果発表と後期俳句募集 塚越　要夫 P24～
囲碁会報告と今後の予定 佐藤　隆義 P26
史跡・万歩会の活動報告 高橋　清 P19～
ゴルフ同好会報告 綿引　貞男 P27
支部役員・役割・連絡一覧表(削除)  

第43号 2010/4(平成22年4月) 2730kb
ご挨拶と第37回総会開催等のご案内 P2
第37回総会資料 P3～
平成21年度決算および会計報告と平成22年度予算案 　 P4～
平成22年　新年会の報告
アジアのMini Dragonシンガポール見聞録(その5) 穂坂　邦光 P6～
音楽は心の泉 橘　弘 P10～
沼倉研史のアメリカ便り-2 沼倉研史 P14～
囲碁会報告 P17～
史跡・万歩会の活動 P18～
俳句コンクール成績発表 P20～
ゴルフ同好会報告 P22
平成21年度会費納入者名簿 P23
支部役員・役割・連絡一覧表      (削除) P24

第42号 2009/11(平成21年11月) 1509kb
支部長就任のご挨拶 大和田支部長 P2
第36回千葉県支部総会報告 P3
平成22年の新年会のご案内 　 P4
会員たより 大和田支部長 P5～
アジアのMini Dragonシンガポール見聞録(その4) 穂坂　邦光 P9～
沼倉研史のアメリカ便り 沼倉研史 P13～
史跡・万歩会の活動報告 高橋　清 P17～
寄稿　南会津高山植物を訪ねて 檜山　邦良 P19
平成21年前期　俳句コンクール成績発表 P20
平成21年 バス吟行　俳句発表会結果 P21
囲碁会報告 P22
ゴルフ同好会報告 P23
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P24

第41号 2009/4(平成21年4月) 2436kb
挨拶と総会開催案内等 P2
第36回総会資料 P3～
新年会の報告等 原田会長 P4～
少子化の現代に生きる青年に望む 穂坂　邦光 P6～
ただ、ひたすら歩こう(その5) 三幣 正人 P10～
アジアのMini Dragonシンガポール見聞録(その3) 穂坂　邦光 P14～
囲碁会報告 P19～
俳句コンクール成績発表 P20～
ゴルフ同好会報告 P22
会費納入者名簿 P23
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P24

第40号 2008/11(平成20年11月) 1845kb
ご挨拶 檜山支部長 P2
第35回支部総会報告 P3～
熱間自動高速鍛造について 高橋副支部長 P4～
平成21年の新年会のご案内 　 P5～
会員たより P6～
ただ、ひたすら歩こう(その4) 三幣 正人 P9～
アジアのMini Dragonシンガポール見聞録(その2) 穂坂　邦光 P12～
俳句コンクール成績発表 P16～
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囲碁会報告 P18～
ゴルフ同好会報告 P19～
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P20～

第39号 2008/4(平成20年4月) 2242kb
ご挨拶と総会・新年会のご案内 檜山支部長 P2
第35回総会資料 P3～
熱間自動高速鍛造について 高橋副支部長 P4～
平成20年新年会の報告 原田会長 P5～
故佐藤栄一氏の逝去を悼む 高橋副支部長 P6～
ただ、ひたすら歩こう(その3) 三幣 正人 P7～
アジアのMini Dragonシンガポール見聞記(その1) 穂坂　邦光 P11～
栴　　檀 兼子　八郎 P14
囲碁会報告 P15～
俳句コンクール成績発表 P16～
ゴルフ同好会よりのご案内 P18～
会費納入者名簿 P19
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P20～

第38号 2007/11(平成19年11月) 2074kb
平成19年度後期の行事予定 P1
会報第38号に寄せて 檜山支部長 P2
平成19年度第34回千葉県支部総会報告 幹事長他 P3
多賀工業会を楽しもう(支部定期総会講演会要旨) 寺門会長 P5～
平成20年の新年会のご案内 担当幹事 P6
史跡・万歩会の活動報告 P6
会員たより P7～
故戸田濱幸氏の逝去を悼む 檜山邦良 P9
平成十九年バス吟行俳句発表報告 P10
俳句　「桂林・漓江下り」 塚越　としを P11
巨竜中国の光と影 穂坂　邦光 P12～
ただ、ひたすら歩こう(その2) 三幣　正人 P15～
囲碁会報告 P18
ゴルフ同好会よりのご案内 P19
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P20

第37号 2007/3(平成19年3月) 1434kb
平成19年度前期の行事予定 P1
第34回千葉県支部総会ご案内 檜山支部長 P2
第34回総会資料 P3～
巨竜中国の光と影 穂坂　邦光 P5～
ただ、ひたすら歩こう(その1) 三幣　正人 P8～
創立50周年を祝して　　　佐原高校同窓会船橋支部 七五三　文雄 P10
多賀工業会会友として 木内　定計 P10
囲碁会報告 P11
平成十八年後期俳句コンクール成績発表 塚越　としを P12
俳句　「鎌倉虚子立子記念館」 塚越　としを P13
平成19年　新年会の報告等 　 P14
ゴルフ会ご案内 　 P14
平成18年　会費納入者名簿 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第36号 支部創立50周年記念号　2006/9(平成18年9月) 4903kb
平成18年度後期の行事予定 P2
特　　集
　挨　　拶 檜山支部長 P4
　50年を顧みて 原田　正夫 P5

山田　泰雄 P9
中村善一郎 P10
関　誠治 P12
明石　和夫 P16

　寄　　稿 塚越　要夫 P18
小白井　和典 P24
税所　裕 P26
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山形　俊一郎 P28
芝山　佑芳 P29
佐藤　栄一 P31
望月　晴雄 P35
高橋　利男 P38
金坂　潤 P39
沼倉　研史 P40

　文　　芸 平戸　三郎 P44
山形　俊一郎 P46

　論文(電気炉製鋼の今昔閑話) 穂坂　邦光 P47
　母校の現状 P52
　千葉県支部年表 P55
支部活動
　報　　告
　　第33回総会報告 P59
　　本部理事会報告 P60
　　会員だより P61
　　ゴルフ会 P63
　　囲碁会 P66
　　俳句会 P67
　　史跡万歩会 P69
　新年会の案内 P69
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P70

第35号 2006/4(平成18年4月) 2424kb 　
平成18年度前期の行事予定 P1
平成18年 第33回　千葉県支部総会開催のご案内 檜山支部長 P2
第33回　総会資料 P3
50年の歩み 檜山支部長 P5
「巨竜中国の光と影」 穂坂　邦光 P7～
俳句　「初富士考」 塚越　としを P10～
平成十七年後期俳句コンクール成績発表 塚越　としを P11～
囲碁会の報告 P12
ゴルフ会の案内 P12
第52回　史跡・万歩会(一泊バス旅行)のご案内 高橋/佐藤 P13
平成18年新年会の報告 P13
会員たより 　 P14
平成17年度分年会費納入者氏名 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第34号 2005/10(平成17年10月) 2549kb
平成17年度後期の行事予定 P1
支部長就任のご挨拶 檜山　邦良 P2
平成17年度　第32回　千葉県支部総会報告 大和田/山形 P3
会員たより 　 P4～
「巨竜中国の光と影」 穂坂　邦光 P6～
囲碁会のご案内 P11
ゴルフ会のご案内 P11
平成十六年バス吟行俳句発表報告 塚越　としを P12
俳句　「恐山信仰」 塚越　としを P13
平成17年度多賀工業会総会に参加して 大和田　武義 P15
支部役員・役割・連絡一覧表 P16

第33号 2005/4(平成17年4月) 1980kb
平成17年度前期の行事予定 P1
平成17年 第32回　千葉県支部総会開催案内 大和田/山形 P2
会員たより 　 P3
70余年の人生を元気で祝賀 大津　正夫 P4～
「巨竜中国の光と影」 穂坂　邦光 P6～
囲碁会のご案内 P9
俳句　「七福神と放蕩」 塚越　としを P10
平成十六年後期俳句コンクール成績発表 P11
第32回　総会資料 P12～
2005年のゴルフスケジュール P14
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会員たより(つづき) P14
第46回　史跡・万歩会・俳句会合同バス旅行 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第32号 2004/9(平成16年9月) 1688kb
平成16年度後期の行事予定 P1
平成17年 新年会のご案内 P2
第43回　史跡・万歩会 P2
平成16年度　第31回　千葉県支部総会報告 P3
会員たより 　 P5～
「巨竜中国の光と影」(高度成長はいつまで続くか) 穂坂　邦光 P9～
平成十六年バス吟行俳句発表報告 P12～
俳句　「犬吠埼周遊」 塚越　としを P13
囲碁会のご案内 P14
こ゛ルフ同好会たより 高萩　隆司 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第31号 2004/4(平成16年4月) 1744kb
平成16年度前期の行事予定 P1
平成16年 第31回　千葉県支部総会 大和田/山形 P2
会員たより 　 P3
アメリカ便り　(その1) 沼倉　研史 P4～
第31回　総会資料 P6～
平成15年度会費納入者氏名 P8～
平成十五年後期俳句コンクール成績発表 P10～
俳句　「北茨城の海」 塚越　としを P12
囲碁会2003年年間報告 高橋/穂坂 P13
第40回　史跡・万歩会・俳句会合同バス旅行 高橋/塚越 P14
平成16年 新年会の報告 P15

支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第30号 2003/9(平成15年9月) 1514kb
平成15年度後期の行事予定 P1
平成16年 新年会のご案内 大和田/山形 P2
会員たより 　 P3～
アメリカ便り　その1 沼倉　研史 P4～
第31回　総会資料 P6～
平成15年度会費納入者氏名 P8～
第37回　史跡・万歩会 P2
ご挨拶 税所支部長 P3
平成15年度　第30回　千葉県支部総会報告 大和田/小河 P4～
多賀工業会千葉県支部会則 P11～
平成十五年バス吟行俳句発表報告 P13
俳句　「安房海岸・清澄寺」 塚越　としを P14
秋の例会のご案内 P15
編集後記 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第29号 2003/3(平成15年4月) 1571kb
平成15年度3月からの行事一覧表 P1
平成15年 第30回　千葉県支部総会 大和田/小河 P2
第34回　史跡・万歩会(第4回バス利用)・俳句会 檜山/高橋 P3
会員たより 税所/小室 P4～
第30回　総会資料 P6～
多賀工業会　平成14年度会費納入者氏名 P8～
平成十四年後期俳句コンクール成績発表 P10～
俳句　アンコールワット春と夏 塚越　としを P12
囲碁会2002年年間報告 高橋/兼巻 P13
春のゴルフコンペのご案内 高萩　隆司 P14
編集後記 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第28号 2002/9(平成14年9月) 1968kb
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平成14年度9月からの行事一覧表 P1
平成15年 新年会〔第31回　史跡・万歩会〕要領 P2
会員たより 税所/小室 P3～
平成14年度　予算 執行状況 　 P9～
平成十四年バス吟行俳句　発表報告 P10～
俳句　夏終わる 塚越　としを P12
第28回　史跡・万歩会　バス旅行写真 P13
ゴルフ会　秋の例会のご案内 高萩　隆司 P14
編集後記 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第27号 2002/4(平成14年4月) 1958kb
平成14年度3月からの行事一覧表 P1
-会員たより- 税所幹事長 P2～
平成14年度　第29回　千葉県支部総会案内 大和田/小河 P3
総会資料 P4～
第3回　史跡・万歩 バス旅行会　第2回俳句吟行会 P5
俳句　白鳥の賦 塚越　としを P7
平成十三年　前期俳句成績発表 P8～
囲碁会報告 高橋/穂坂 P10
ゴルフ会 高萩　隆司 P11
千葉県支部の会計の推移 三幣　正人 P11～
多賀工業会千葉県支部　　平成13年度会費納入者氏名 P14～
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第26号 2001/9(平成13年9月) 1683kb
平成13年度9月からの行事一覧表 P1
-会員たより- 税所幹事長 P2～
平成14年新年会「成田」の御案内 大和田/小河 P5
第25回　史跡・万歩成田および門前町の旧跡 P6
平成13年度　予算 執行状況 P8～
葛飾の名木めぐり 会友　横内 P9
千葉県支部　ゴルフ会 高萩　隆司 P10
囲碁会報告 高橋/穂坂 P10
俳句　「大花火」-神宮外苑- 塚越　としを P11
平成十三年バス吟行俳句　発表報告 P12～
史跡・万歩 「貝塚」 三幣　正人 P14～
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第25号 2001/4(平成13年4月) 1800kb
平成13年度4月からの行事一覧表 P1
平成13年総会「成田」の御案内 大和田/小河 P2
史跡・万歩 第2回　バス旅行
-会員たより- 税所幹事長 P4～
俳句　葉山海岸 塚越　としを P5～
俳句サークル 平成十二年　後期俳句成績発表 P6～
総会資料 P8～
支部実状の概要報告 　 P10～
千葉県支部ゴルフ会会長 高橋/穂坂 P12～
史跡・万歩 「加曾利貝塚」 高萩　隆司 P13
囲碁会報告 高橋/穂坂 P13
今年度の計画 P13
多賀工業会　平成12年度会費納入者氏名 P14～
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第24号 2000/4(平成12年10月) 1297kb
平成12年度10月からの行事一覧表 P1
平成13年新年会開催案内 大和田副支部長 P2
平成12年度　予算案と執行状況 　 P3
-会員たより- 税所幹事長 P4～
多賀工業会支部対抗ゴルフ大会 高萩　隆司 P9
俳句　房総古城 塚越　としを P10
バス吟行収穫句発表会報告 　 P11～
史跡・万歩メモ P12～
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小弓の史跡・万歩　コースガイド 高萩　隆司 P14～
第十回　記念懇親会 高橋/穂坂 P15
編集後記 　 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第23号 2000/10(平成12年4月) 1923kb 　
平成12年度4月からの行事一覧表 P1
平成12年度(第27回)千葉県支部総会は「木更津」で 大和田副支部長 P2
史跡・万歩 　 P3
-会員たより- 税所幹事長 P4～
平成11年度　決算・会計監査報告　承認の件 　 P6～
俳句サークル 　 P9
俳句　どんど 塚越　としを P10
第Ⅰ回　吟行会報告 塚越　としを P11～
編集後記 　 P13
会費納入者氏名  P14～
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第22号 1999/10(平成11年10月) 1707kb
平成11年度10月からの行事一覧表 P1
平成12年新年会 大和田副支部長 P2～
-会員たより- 税所幹事長 P3～
平成11年度　予算 　 P11
俳句サークル 平成十一年　前期俳句成績発表 　 P12
俳句　青森行 塚越　としを P13
懇親囲碁クラブ 高橋/穂坂 P14
史跡・万歩 檜山/安本 P14
ゴルフ 高萩　隆司 P15
編集後記 　 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第21号 1999/3(平成11年3月) 1394kb
平成11年度3月からの行事一覧表 P1
平成11年度(第26回)千葉県支部総会は「新千葉港」で 大和田副支部長 P2～
-会員たより- 税所幹事長 P3～
総会資料 　 P4～
俳句サークル 　 P6
平成十年　後期俳句成績発表 塚越　としを P7
 懇親囲碁クラブ 高橋/穂坂 P8
多賀工業会総会はは「箱根」で 　 P9
編集後記 　 P9

第20号 1998/10(平成10年10月) 1182kb
平成10年度10月からの行事一覧表 P1
-会員の動向(消息) P2～
第三回　囲碁同好会盛大に開催される 穂坂　邦光 P7
平成10年度(第25回)　多賀工業会千葉県支部総会状況報告 大和田副支部長 P8～
平成11年の新年会開催予告 　 P9
平成10年度・予算　遂行状況 　 P9
俳句(幻想) 平成十年後期　俳句募集 塚越　としを P10
平成十年　前期俳句成績発表 　 P11
編集後記 　 P12

第19号 1998/4(平10年4月) 2133kb
平成10年度前半の行事一覧表 　 P1
Dreamss come true 三幣　支部長 P2
第25回　多賀工業会千葉県支部総会資料 P4
ネパールに行こう 　 P7～
〔ヒマラヤの国・神々の国〕ネパール 池沢　豊治 P8～
平成10年新年会の状況報告 大和田副支部長 P10
俳句サークル 　 P11～
俳句(雪・雪・雪) 塚越　としを P13
親睦囲碁懇談室 高橋　孝雄 P14
ヘボの祈り 鈴木　友生 P15
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「キタムセ」のバック奮闘記 小室　哲夫 P16
史跡・万歩会 檜山　邦良 P17
“歩き”たくても“歩けない” 三幣　支部長 P18
ゴルフ同好会活動 高萩　隆司 P19
編集後記 P20
会費納入者氏名 P21～
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P24

第18号 1997/10(平9年10月) 1237kb
Have Dreams Togather 三幣　支部長 P1
退任の挨拶 山田前支部長 P2
新企画一覧表 P3
『俳句サークル』・参加へのお誘い 　 P4
俳句(深川叙情) 塚越　としを P5～
懇親『囲碁倶楽部』(名称未定)発足　参加のお誘い 　 P7
史跡・万歩会 　 P8～
ゴルフ・コンペ開催 　 P13～
『酒』談義(その3) 山本　芳正 P14～
編集後記 P15
支部役員・役割・連絡一覧表(削除) P16

第17号 1997/4(平9年4月) 1684kb
多賀工業会千葉県支部　第24回総会開催のご案内 P1
平成8年度 事業報告および決算書 　 P2～
平成8年度　年会費納入者氏名 P4
平成9年度新入会員氏名 　 P5
日本経済を圧迫する少子化 山田支部長 P6～
俳句 高山　和夫 P7
近況雑感 大和田武義 P8～
男・二人が「籠の中」 三幣　正人 P10～
俳句 塚越　としを P15
会社紹介 P16

第16号 1996/10(平8年10月) 1601kb
俳句 高山　和夫 P1
『高齢化』を考える 山田支部長 P2～
世相雑感 P4～
ただ・歩くだけ 三幣　正人 P6～
俳　　句(富士登山) 塚越　としを P13～
男の実感 曽根　勉 P14～
平成8年度　年会費納入者氏名  P15～

第15号 1996/4(平8年4月) 1103kb
多賀工業会千葉県支部　第23回総会開催のご案内 P1
『話』 山田支部長 P2～
平成7年度 事業報告および決算報告 P3～
平成7年度　年会費納入者氏名 　 P5～
俳　　句 高山　和夫 P7
高野山奥の院めぐり 清宮　文雄 P8～
“住めば都” 高見　忠彦 P10～
俳句 塚越　としを P12～
『暇人・考語学』 高松　恒夫 P13～
『17番・ホール』の“ラフ”のなか 三幣　正人 P15
会社紹介 P16

第14号 敗戦50年特別号　1995/10(平7年10月) 1294kb
俳　　句 　 P1
戦後50年を思う 山田支部長 P2
平成7年度 事業報告 P3
人生五十年・始めと終わり 原田　正夫 P4～
小林浩美観戦記 高萩　隆司 P6
4人組 小河　孝 P7
戦後50年・未だに残るこころの傷跡 沼田　研史 P8
無　　題 税所　裕 P9
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イヨー!  GOD-ZILLA さま　出番ですよ- 三幣　正人 P10～
平成7年度　年会費納入者氏名  P19～
編集後記 　 P20

第13号 1995/4(平成7年4月)
多賀工業会千葉県支部　第22回総会開催のご案内 1198kb P1
不老長寿 山田支部長 P2
平成6年度 決算報告および事業報告 P3～
平成6年度　年会費納入者氏名 P5～
シンプル 高萩　隆司 P6～
続　エジプト遺産・遺物の魅力 佐藤　義昌 P7～
千葉歌苑 　 P8～
疑心暗鬼 檜山　邦良 P10
フンによる講義 高松　恒夫 P11
『為替』に泣かされました、泣きました。 三幣　正人 P12～
広告 　 P15～
編集後記 P16

第12号 1994/10(平成6年10月) 1064kb
人生のひとこま(つくしあいの生活) 山田支部長 P2
平成6年度 事業報告と事業計画 P3～
平成6年度会費納入者氏名 P5～
エジプト遺産・遺物の魅力 佐藤　義昌 P7～
千葉歌苑 　 P10～
地唄舞に命をかけて80年 森　勇一 P12
中国からの受賞 富田　宣吉 P13
機械技術屋の目 大木　一郎 P14
思えば沢山、呑んだもんだ 三幣　正人 P15～

第11号 1994/4(平成6年4月) 1716kb 　
みみずのたわごと 山田支部長 P2
平成5年度事業報告 P3～
平成5年度会費納入者氏名 P5～
半世紀振りの母校訪問 税所　裕 P6～
エジプト紀行 佐藤　義昌 P7～
短　　歌　・　俳　　句 　 P9
俳　句(夢二遍歴) 塚越　としを P10
広告 　 P11～
編集後記 P13
多賀工業会千葉県支部会則 P13～
第21回多賀工業会千葉県支部総会開催ご案内 P16

第10号 1993/10(平成5年10月) 1456kb
節　　目 山田支部長 P2
平成5年度第一次事業報告 P3
平成5年度会費納入者氏名 P4～
えらいですね 金沢　昇 P7～
還暦を迎えて 杉田　茂 P8
千葉歌苑　短歌　俳句 　 P9
人恋ふ色 塚越　としを P10
“トラジャーコーヒーの里“ 斎藤　雄太郎 P11
千葉俳壇 塚越　としを P10
第3回ゴルフコンペに優勝して 函崎　光政 P12
千葉県に関するクイズ 　 P13～
　 　 　

第9号 1993/4(平成5年4月) 1292kb
お酒と健康 山田支部長 P2
平成4年度事業報告 P3
平成5年度事業案 P4
ぴかぴかの社会人 原　伸郎 P5
新入会員氏名 P5
回　　想 杉原　達男 P6～
冷暖房を考えて 飛田　良雄 P7～
(無題) 高山　和夫 P9
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千葉俳壇 塚越　としを P10
平成4年度会費納入者氏名 　 P11
たかが“物知り”されど“物知り” 　 P12～
千葉県会員企業紹介 　 P14～
編集後記 P16

第8号 1992/10(平成4年10月) 1887kb
何ごともゆっくりと 山田支部長 P2
事業報告 P3
西安紀行 清宮　文雄 P4
世界が平和でありますように 嶋田　清 P6～
千葉俳壇 塚越　としを P8
名詞の数 高萩　隆司 P9
酒に曳かれて 出羽　宏親 P10
雑感 黒川　道生 P11
50周年記念祝賀会に出席して 金坂　潤 P12
平成4年度会費納入者氏名 　 P14～
編集後記 P16

第7号 1992/4(平成4年4月) 1541kb
目測力 山田支部長 P2
随想(去来) 斎藤　勝夫 P3
寮の思い出 S・F P5
千葉俳壇 塚越　としを P6
新会員紹介 　 P6
事業報告 P7～
企業案内 　 P9～
お多賀さん 三幣　正人 P11～
平成3年度会費納入者氏名 　 P15
編集後記 P16

第6号 1991/10(平成3年10月) 1507kb
記憶力 山田支部長 P2
余白を考える 長尾　和愛 P3
いいかげんな人生 吉田　破魔夫 P4
理工系私立大学に勤めて 明石　和夫 P5
行事報告 　 P6
俳句 P7～
佐原ばやしが聞こえてくらあ 三幣　正人 P10～
吼洋寮前の官舎の思い出 三好洋子 P13～
会費納入者氏名 　 P14～
編集後記 P16

第5号 1991/4(平成3年4月) 1587kb
“有言不実行　” 山田支部長 P2
アウト・ドア 渡部　昭夫 P3
千葉俳壇 塚越　要夫 P4
昭和の辰年 税所副支部長 P5
茨城1号 小河　孝 P6
建設業の中の機械屋からの一言 時岡　誠剛 P7
水戸徳川家の初代藩主 三幣　正人 P8～
総会議事と報告事項 　 P11～
広告 P13～
新規千葉県支部会員ご紹介 　 P15
編集後記

第4号 1990/10(平成2年10月) 1384kb
「趣味」の話 山田支部長 P2
自由への原点 寺門名誉会長 P3
趣味と健康管理 富田　宣吉 P4
ある新聞記事より 森　勇一 P5
続「酒・談義」 山本　芳正 P6
地域社会とのCommunicateについて 榊原　信行 P7～
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分会だより　日産自動車の巻 佐藤　道夫 P9
私の履歴書 小林　喬夫 P10
通学の思い出 関田　達男 P11
多賀俳壇 塚越　要夫 P12
芭蕉と鹿島紀行 三幣　正人 P13～
会費納入者氏名 P15～

第3号 1990/4(平成2年4月) 1363kb
心豊かに 山田支部長 P2
春昼 菊池理事長 P3
私の交友録 林　詮 P4～
「酒」談義 山本　芳正 P7～
多賀俳壇 塚越　要夫 P7
会費納入者氏名 P11～
広告 P13～
頭の体操 P15
第17回総会の行事 P16

第2号 1989/10(平成元年6月) 1179kb
総会を省みて 山田支部長 P2
分会だより　川崎製鉄の巻 P3
お元気ですか 旭硝子 P4
広告 P7
手作りのパーフォーマンス 三幣　正人 P9
その他 P10

創刊号 1989/5(平成元年5月) 942kb
支部長挨拶 P2
総会報告事項 P3～
同窓会症候群と診断されても 原田会長 P5
会費納入者氏名 P6～
粋だが悲話を秘めた下総の地名群 三幣　正人 P8～
趣味でも親睦を深めよう P10～
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