
会　長 高津　　清 （電　試）

副会長 大畑源一郎 （日　電）

監　事 初見　五郎 （工　務）

浅見　　親 （東京逓信局） 小川若三郎 （電　試）

大山松次郎 （東　大） 樺島　　一 （工　務）

在　京 北村政次郎 （ＮＨＫ） 佐伯美津留 （日本無線電信）

幹　事 中上　豊吉 （工　務） 中田　末広 （東京逓信局）

岩瀬鉄次郎 （工　務） 小川　一清 （電　試）

木村　介次 （電　試） 桑島　　正 （鉄道省）

鈴木寿伝次 （工　務） 丹羽保次郎 （日　電）

市橋　輝蔵 （広島逓信局） 小船井敬吉 （名古屋逓信局）

地　方 大山喜四郎 （大阪逓信局） 押田　三郎 （東京逓信局）

幹　事 西脇　吉久 （東京逓信局） 飯倉　文甫 （朝鮮逓信局）

市岡万次郎 （仙台逓信局） 片山　活三 （台湾逓信局）

日下部鉦次郎 （関東庁） 長島　正隆 （札幌逓信局）

会　長 高津　　清 （電　試）

副会長 大畑源一郎 （日　電）

監　事 初見　五郎 （工　務）

岩瀬鉄次郎 （工　務） 小川　一清 （電　試）

木村　介次 （電　試） 桑島　　正 （鉄道省）

在　京 鈴木寿伝次 （工　務） 丹羽保次郎 （日　電）

幹　事 西脇　吉久 （工　務） 荒川大太郎 （工　務）

池田　　孟 （沖電気） 池田　武智 （工　務）

大森　　丙 （工　務） 永井　省三 （藤倉電線）

半田　光久 （工　務） 肥田　丈夫 （電　試）

飯倉　文甫 （朝鮮逓信局） 市岡万次郎 （仙台逓信局）

地　方 片山　活三 （台湾逓信局） 日下部鉦次郎 （関東庁）

幹　事 長島　正隆 （札幌逓信局） 笠島勝次郎 （横浜電線）

星野　貞治 （熊本逓信局） 真崎　尚忠 （広島逓信局）

松橋　清助 （名古屋逓信局） 村田　　蕃 （大阪逓信局）

昭和2年～3年（通常総会　2.2.5）

昭和3年～4年（通常総会　3.2.25）



会　長 西脇　吉久 （工　務）

副会長 初見　五郎 （工　務）

監　事 田代　　常 （藤倉電線）

荒川大太郎 （工　務） 池田　　孟 （沖電気）

池田　武智 （工　務） 大森　　丙 （工　務）

在　京 永井　省三 （藤倉電線） 半田　光久 （工　務）

幹　事 肥田　丈夫 （電　試） 浅見　　親 （東京逓信局）

押田　三郎 （沖電気） 笠井　　完 （電　試）

鈴木　淳一 （工　務） 藤井永三郎 （鉄道省）

沼田七次郎 （工　務） 4.6 友枝　俊二 （鉄道省）

園田勉次郎 （工　務）

笠島勝次郎 （横浜電線） 星野　貞治 （熊本逓信局）

地　方 真崎　尚忠 （広島逓信局） 松橋　清助 （名古屋逓信局）

幹　事 村田　　蕃 （大阪逓信局） 天野　次郎 （札幌逓信局）

入江　武男 （関東庁） 幸前　治一 （仙台逓信局）

佐々木　仁 （朝鮮逓信局） 平井　静夫 （台湾逓信局）

会　長 西脇　吉久 （工　務）

副会長 初見　五郎 （工　務）

監　事 田代　　常 （藤倉電線）

浅見　　親 （東京逓信局） 押田　三郎 （沖電気）

笠井　　完 （電　試） 鈴木　淳一 （工　務）

在　京 園田勉次郎 （工　務） 友枝　俊二 （鉄道省）

幹　事 梶井　　剛 （工　務） 小野　　孝 （工　務）

貞清　玄亀 （電　試） 上條　清志 （工　務）

谷　　忠篤 （電　試） 田中　　寛 （鉄道省）

丹羽保次郎 （日　電） 豊田　良蔵 （工　務）

道田　貞治 （工　務） 堀　　孝治 （工　務）

天野　次郎 （札幌逓信局） 入江　武男 （関東庁）

地　方 幸前　治一 （大阪逓信局） 佐々木　仁 （朝鮮逓信局）

幹　事 平井　静夫 （台湾逓信局） 市岡万次郎 （広島逓信局）

市橋　輝蔵 （仙台逓信局） 小船井敬吉 （名古屋逓信局）

志田　文雄 （住友電線） 津田　龍三 （熊本逓信局）

支部長 関西： 秋山武三郎 （住友電線）

昭和4年～5年（通常総会　4.2.16）

昭和5年～6年（通常総会　5.2.1）



会　長 大畑源一郎 （日　電）

副会長 横山英太郎 （電　試）

監　事 大山喜四郎 （東京逓信局）

小野　　孝 （工　務） 上條　清志 （工　務）

貞清　玄亀 （電　試） 田中　　寛 （鉄道省）

在　京 谷　　忠篤 （電　試） 豊田　良蔵 （工　務）

幹　事 丹羽保次郎 （日　電） 堀　　孝治 （工　務）

五十嵐秀二 （工　務） 伊藤　　豊 （ＮＨＫ）

岩瀬鉄次郎 （工　務） 大森　　丙 （東京逓信局）

鈴木寿伝次 （工　務） 中田　末広 （東京逓信局）

半田　光久 （工　務） 村田　　蕃 （工　務）

市岡万次郎 （広島逓信局） 市橋　輝蔵 （仙台逓信局）

地　方 小船井敬吉 （名古屋逓信局） 志田　文雄 （住友電線）

幹　事 津田　龍三 （熊本逓信局） 飯倉　文甫 （朝鮮逓信局）

片山　活三 （台湾逓信局） 日下部鉦次郎 （関東庁）

長島　正隆 （札幌逓信局） 宮川　三一 （名古屋逓信局）

支部長 関西： 秋山武三郎 （住友電線）

会　長 大畑源一郎 （日　電）

副会長 横山英太郎 （電　試）

監　事 大山喜四郎 （東京逓信局）

五十嵐秀二 （工　務） 伊藤　　豊 （ＮＨＫ）

岩瀬鉄次郎 （工　務） 大森　　丙 （東京逓信局）

在　京 鈴木寿伝次 （工　務） 中田　末広 （東京逓信局）

幹　事 半田　光久 （工　務） 村田　　蕃 （工　務）

荒川大太郎 （工　務） 岩井　尊信 （工　務）

楠瀬雄次郎 （電　試） 白井　　武 （工　務）

竹林嘉一郎 （工　務） 武中貞津衛 （電　試）

道田　貞治 （工　務） 山本　一郎 （鉄道省）

飯倉　文甫 （朝鮮逓信局） 片山　活三 （台湾逓信局）

地　方 日下部鉦次郎 （関東庁） 長島　正隆 （札幌逓信局）

幹　事 宮川　三一 （名古屋逓信局） 千葉茂太郎 （東北大）

沼田七次郎 （大阪逓信局） 星野　貞治 （熊本逓信局）

真崎　尚忠 （広島逓信局） 森　　兵吾 （九　大）

支部長 関西： 小船井敬吉 （大阪逓信局）

昭和6年～7年（通常総会　6.2.7）

昭和7年～8年（通常総会　7.1.27）



会　長 初見　五郎 （工　務）

副会長 小川若三郎 （電　試）

監　事 志田　文雄 （日　電）

荒川大太郎 （工　務） 岩井　尊信 （工　務）

上條　清志 （工　務） 楠瀬雄次郎 （電　試）

在　京 竹林嘉一郎 （工　務） 武中貞津衛 （電　試）

幹　事 道田　貞治 （工　務） 山本　一郎 （鉄道省）

浅見　　親 （東京逓信局） 石井　浅八 （工　務）

石井　　直 （鉄道省） 木名瀬松寿 （ＮＨＫ）

黒川兼三郎 （早大） 難波　捷吾 （電　試）

真崎　尚忠 （工　務） 松前　重義 （工　務）

8.11 中村弥太郎 （工　務）

沼田七次郎 （大阪逓信局） 千葉茂太郎 （東北大）

地　方 森　　兵吾 （九　大） 8.7 松本　一雄 （名古屋逓信局）

幹　事 大橋　幹一 （仙台逓信局） 8.11 茂木喜一郎 （大阪逓信局）

8.11 槇原重次郎 （広島逓信局） 星野　貞治 （熊本逓信局）

白井　　武 （札幌逓信局） 市岡万次郎 （広島逓信局）

8.7 寺畑松太郎 （台湾逓信局） 佐々木　仁 （朝鮮逓信局）

本多　静雄 （名古屋逓信局） 豊田　良蔵 （満州逓信局）

8.11 杉本　弥一 （樺太庁）

支部長 関西： 小船井敬吉 （大阪逓信局）

8.10 秋山武三郎 （住友電線）

昭和8年～9年（通常総会　8.1.28）



会　長 初見　五郎 （工　務）

副会長 小川若三郎 （電　試）

監　事 志田　文雄 （日　電）

庶　務 難波　捷吾 （電　試） 五十嵐秀二 （工　務）

幹　事

会　計 中村弥太郎 （工　務） 安中　義褘 （工　務）

幹　事 9.12 本多　静雄 （工　務）

編　集 木名瀬松寿 （ＮＨＫ） 大橋　幹一 （工　務）

幹　事

（在　 京） 浅見　　親 （東京逓信局） 石井　浅八 （工　務）

石井　　直 （鉄道省） 黒川兼三郎 （早　大）

中上　豊吉 （国際電話） 小野　　孝 （工　務）

日下部鉦次郎 （東京都市逓信局） 貞清　玄亀 （電　試）

千葉茂太郎 （東京電気） 星合　正治 （東　大）

（地　 方） 市岡万次郎 （広島逓信局） 佐々木　仁 （朝鮮逓信局）

杉本　弥一 （樺太庁） 寺畑松太郎 （台湾逓信局）

槇原重次郎 （広島逓信局） 天野　次郎 （名古屋逓信局）

加藤　信義 （京　大） 津田　龍三 （大阪逓信局）

8.11 堤　　正冏 （札幌逓信局） 真崎　尚忠 （仙台逓信局）

支部長 関西： 宮川　三一 （大阪逓信局）

昭和9年～10年（通常総会　9.1.29）

評
　
議
　
員



会　長 秋山武三郎 （住友電線）

副会長 梶井　　剛 （工　務） 押田　三郎 （沖電気）

監　事 丹羽保次郎 （日　電）

庶　務 五十嵐秀二 （工　務） 幸前　治一 （工　務）

幹　事

会　計 本多　静雄 （工　務） 古林　　博 （東京逓信局）

幹　事

編　集 大橋　幹一 （工　務） 松前　重義 （工　務）

幹　事

（在　 京） 小野　　孝 （工　務） 日下部鉦次郎 （東京都市逓信局）

貞清　玄亀 （電　試） 千葉茂太郎 （東京電気）

星合　正治 （東　大） 伊藤　　豊 （ＮＨＫ）

小川　一清 （電　試） 友枝　俊二 （鉄道省）

高橋兼治郎 （横浜電線） 10.6 篠原　清忠 （工　務）

山本　　勇 （東工大）

（地　 方） 天野　次郎 （名古屋逓信局） 加藤　信義 （京　大）

津田　龍三 （大阪逓信局） 堤　　正冏 （札幌逓信局）

真崎　尚忠 （仙台逓信局） 園田勉次郎 （満州電電）

津田　常男 （朝鮮逓信局） 大内　誠三 （名古屋逓信局）

別宮　貞俊 （住友電線） 10.4 渡辺　　寧 （東北大）

山縣　房一 （大阪逓信局）

支部長 関西： 宮川　三一 （大阪逓信局）

昭和10年～11年（通常総会　10.1.30）

評
　
議
　
員


