
会　長 黒川兼三郎 （早　大）

副会長 （在　京） 神尾　健夫 （工　務） 篠原　　登 （工　務）

（地　方） 浅見　　親 （華北電電） 岡部金治郎 （阪　大）

監　事 綱島　　毅 （電　波）

庶　務 甘利　省吾 （国際電気通信） 橋本　一郎 （工　務）

幹　事

会　計 鳥海　　登 （新興製作所） 田中　末雄 （早　大）

幹　事

編　集 粟屋　　潔 （東工大） 原島　　治 （日　電）

幹　事 平山　　温 （資　材） 木村　六郎 （電　試）

榛澤　正男 （日　電） 宮川　岸雄 （工　務）

（在　 京） 岡田　　實 （電　試） 高木　　昇 （東　大）

根来　敏雄 （資　材） 長谷　慎一 （工　務）

原　源之助 （ＮＨＫ） 関　　英男 （国際電気通信）

中嶋　　章 （日　電） 森脇　義雄 （東　大）

吉田　五郎 （電　試） 米澤　　滋 （工　務）

（地　 方） 青柳　健次 （阪　大） 稲波　季雄 （川西機械）

宇田新太郎 （東北大） 大高庄右衛門 （米沢高工）

小島　　哲 （広島逓信局） 実吉　純一 （東北大）

辻　　吉正 （住友電工） 林　　重憲 （京　大）

林　　龍雄 （阪　大） 吉村　克彦 （仙台逓信局）

（会長指名） 出川　雄二 （日　電） 西堀栄三郎 （東　芝）

松本　秋男 （国際電気通信） 百束　　極 （熊本中央放送局）

和気幸太郎 （熊本逓信局） 小田達太郎 （鉄道総局）

茅野　　健 （名　大） 許斐　　貢 （明治工専）

下村　尚信 （東　芝） 鳴海　三郎 （富士通信機製造）

北海道 村井　敏夫 （札幌逓信局） 東　北 －

東　京 古賀　逸策 （東　大） 北　陸 －

東　海 － 関　西 熊谷　三郎 （阪　大）

中　国 遠藤　邦夫 （広島逓信局） 四　国 小菅　菊夫 （松山逓信局）

九　州 －

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和21年～22年（通常総会　21.5.25）



会　長 古賀　逸策 （東　大）

副会長 （在　京） 篠原　　登 （工　務） 難波　捷吾 （国際電気通信）

（地　方） 岡部金治郎 （阪　大） 永井　健三 （東北大）

監　事 溝上　　銈 （ＮＨＫ）

庶　務 橋本　一郎 （工　務） 岡村　總吾 （東　大）

幹　事

会　計 田中　末雄 （早　大） 下村　尚信 （東　芝）

幹　事

編　集 木村　六郎 （電　試） 榛澤　正男 （日　電）

幹　事 宮川　岸雄 （工　務） 内田　英成 （日　電）

黒川　廣二 （工　務） 早坂　寿雄 （電　試）

（在　 京） 関　　英男 （国際電気通信） 中嶋　　章 （日　電）

森脇　義雄 （東　大） 吉田　五郎 （電　試）

米澤　　滋 （工　務） 粟屋　　潔 （東工大）

石川　武二 （電　試） 岩片　秀雄 （早　大）

大沢　寿一 （日　電） 前田　憲一 （工　務）

（地　 方） 実吉　純一 （東北大） 辻　　吉正 （住友電工）

林　　重憲 （京　大） 林　　龍雄 （阪　大）

薄井　廉介 （三菱電機） 岡田　幸雄 （東北大）

落合　宜之 （名　大） 松村　定雄 （電　試）

米山　正雄 （九　大）

（会長指名） 小田達太郎 （鉄道総局） 茅野　　健 （名　大）

許斐　　貢 （明治工専） 鳴海　三郎 （富士通信機製造）

池田　敬三 （古河電工） 磯　　英治 （安立電気）

田辺　義敏 （ＮＨＫ） 中島　　茂 （日本無線）

松行　利忠 （電波局） 吉村　克彦 （資　材）

北海道 村井　敏夫 （札幌逓信局） 東　北 －

東　京 駒形　作次 （電　試） 北　陸 －

東　海 － 関　西 熊谷　三郎 （阪　大）

中　国 乗松　次男 （広島逓信局） 四　国 小菅　菊夫 （松山逓信局）

九　州 宗像勝太郎 （熊本逓信局）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和22年～23年（通常総会　22.5.17）



会　長 浜田　成徳 （東　芝）

副会長 （在　京） 難波　捷吾 （国際電気通信） 森田　　清 （東工大）

（地　方） 永井　健三 （東北大） 加藤　信義 （京　大）

監　事 溝上　　銈 （ＮＨＫ）

庶　務 岡村　總吾 （東　大） 北原　安定 （工　務）

幹　事

会　計 下村　尚信 （東　芝） 関　　壮夫 （電　試）

幹　事

編　集 内田　英成 （日　電） 黒川　廣二 （工　務）

幹　事 早坂　寿雄 （電　試） 岡部豊比古 （東　芝）

染谷　　勲 （電　試） 高木　純一 （早　大）

（在　 京） 粟屋　　潔 （東工大） 石川　武二 （電　試）

岩片　秀雄 （早　大） 大沢　寿一 （日　電）

前田　憲一 （工　務） 木戸　栄治 （沖電気）

木村　六郎 （電　試） 根岸　　巌 （ＮＨＫ）

橋本　一郎 （工　務） 原島　　治 （日　電）

（地　 方） 薄井　廉介 （三菱電機） 岡田　幸雄 （東北大）

落合　宜之 （名　大） 松村　定雄 （電　試）

米山　正雄 （九　大） 23.10 伊藤　　誠 （広島高工）

尾崎　　猛 （日　電） 安宅彦三郎 （多賀高工）

佐々木　正 （川西機械） 小池勇二郎 （東北大）

松本　　正 （北　大）

（会長指名） 池田　敬三 （古河電工） 磯　　英治 （安立電気）

田辺　義敏 （ＮＨＫ） 中島　　茂 （日本無線）

松行　利忠 （電波局） 吉村　克彦 （資　材）

末崎　輝雄 （慶　大） 千ヶ崎宣男 （商工省）

林　紀一郎 （運輸省） 平山　　温 （経済安定本部）

北海道 浅見　義弘 （北　大） 東　北 水尾　安彦 仙台逓信局

東　京 嶋津保次郎 （日　電） 北　陸 －

東　海 小島　　哲 （名古屋逓信局） 関　西 北川　一栄 （住友電工）

中　国 山本　育夫 （広島中央放送局） 四　国 小菅　菊夫 （松山逓信局）

九　州 中富　葆造 （熊本高工） 23.12 村井　敏夫 （松山逓信局）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和23年～24年（通常総会　23.5.15）



会　長 篠原　　登 （工　務）

副会長 （在　京） 森田　　清 （東工大） 小林　正次 （日　電）

（地　方） 加藤　信義 （京　大） 金原　　淳 （名　大）

監　事 木村　六郎 （通　研）

庶　務 北原　安定 （工　務） 船津　重正 （工　務）

幹　事

会　計 関　　壮夫 （電　試） 野村　達治 （ＮＨＫ）

幹　事

編　集 岡部豊比古 （東　芝） 染谷　　勲 （通　研）

幹　事 高木　純一 （早　大） 岡村　　進 （通　研）

黒川　武夫 （日　電） 米澤平次郎 （工　務）

（在　 京） 木戸　栄治 （沖電気） 木村　六郎 （通　研）

根岸　　巌 （ＮＨＫ） 24.5 新川　　浩 （電波局）

原島　　治 （日　電） 橋本　一郎 （工　務）

下村　尚信 （東　芝） 黒川　廣二 （工　務）

中尾　徹夫 （工　務） 清宮　　博 （通　研）

三熊　文雄 （ＮＨＫ）

（地　 方） 安宅彦三郎 （多賀高工） 尾崎　　猛 （日　電）

小池勇二郎 （東北大） 24.5 近藤　泰吉 （名古屋中央放送局）

松本　　正 （北　大） 佐々木　正 （川西機械）

内田　英成 （東北大） 青柳　健次 （阪　大）

林　　龍雄 （阪　大） 小島　　哲 （東海通信局）

松本　秋男 （北　大）

（会長指名） 末崎　輝雄 （慶　大） 千ヶ崎宣男 （商工省）

林　紀一郎 （運輸省） 平山　　温 （経済安定本部）

新　太一郎 （富士通信機製造） 岡村　總吾 （東　大）

木野　二郎 （藤倉電線） 許斐　三夫 （九州通信局）

佐々木卓夫 （関東通信局） 塚本　　勉 （古河電線）

北海道 松本　秋男 （北　大） 東　北 新堀　正義 （東北通信局）

東　京 広田　友義 （早　大） 信　越 諸沢　忠治 （信越通信局）

北　陸 諸沢　忠治 （信越通信局） 東　海 近藤　重幸 （名古屋中央放送局）

関　西 岡部金治郎 （阪　大） 中　国 荻原　猷生 （中国電波管理局）

四　国 山本　久富 （四国電波管理局） 九　州 許斐　三夫 （九州通信局）

技術委員 小林　正次 （日　電）

会委員長

編集長 難波　捷吾 （国際電気通信）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和24年～25年（通常総会　24.5.14）



会　長 林　　一郎 （施　設）

副会長 （在　京） 小林　正次 （日　電） 阪本　捷房 （東　大）

（地　方） 金原　　淳 （名　大） 宇田新太郎 （東北大）

監　事 木村　六郎 （国家地方警察本部）

庶　務 船津　重正 （工　務） 尾佐竹　徇 （東　大）

幹　事

会　計 野村　達治 （ＮＨＫ） 落合　岩男 （施　設）

幹　事

編　集 岡村　　進 （通　研） 黒川　武夫 （日　電）

幹　事 米澤平次郎 （通　研） 大谷　　薫 （施　設）

川上　正光 （東工大） 喜安　善市 （通　研）

（在　 京） 黒川　廣二 （工　務） 下村　尚信 （東　芝）

清宮　　博 （通　研） 中尾　徹夫 （工　務）

三熊　文雄 （ＮＨＫ） 岡部豊比古 （東　芝）

北原　安定 （施　設） 小島　　哲 （通　研）

関　　壮夫 （通　研） 田中　信高 （日　電）

（地　 方） 青柳　健次 （阪　大） 内田　英成 （東北大）

林　　龍雄 （阪　大） 小島　　哲 （東海通信局）

浅見　義弘 （北　大） 25.5 辻　　吉正 （住友電工）

松本　秋男 （北　大） 菊池　喜充 （東北大）

大谷　昌次 （東海通信局） 米山　正雄 （九　大）

菅田　栄治 （阪　大）

（会長指名） 新　太一郎 （富士通信機製造） 岡村　總吾 （東　大）

木野　二郎 （藤倉電線） 許斐　三夫 （九州通信局）

佐々木卓夫 （関東通信局） 塚本　　勉 （古河電線）

乗松　次男 （中国通信局） 萩野　勝夫 （沖電気）

三浦　　広 （北陸通信局） 山本　久富 （九州電波管理局）

北海道 遠藤　幸吉 （北海道通信局） 東　北 新堀　正義 （東北通信局）

東　京 溝上　　銈 （ＮＨＫ） 25.9 宮川　岸雄 （東北通信局）

信　越 公文　　陽 （信越通信局） 北　陸 三浦　　広 （北陸通信局）

東　海 金原　　淳 （名　大） 関　西 大野　煥乎 （神戸工業）

中　国 東　　忠夫 （中国通信局） 四　国 本間　関次 （四国通信局）

九　州 室住　熊三 （鹿児島大）

技術委員 小林　正次 （日　電）

会委員長

編集長 難波　捷吾 （国際電気通信）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和25年～26年（通常総会　25.5.10）



会　長 網島　　毅 （電波監理委員会）

副会長 （在　京） 阪本　捷房 （東　大） 溝上　　銈 （ＮＨＫ）

（地　方） 宇田新太郎 （東北大） 熊谷　三郎 （阪　大）

監　事 清宮　　博 （通　研）

庶　務 尾佐竹　徇 （東　大） 井上　俊雄 （施　設）

幹　事 26.6 正木　知己 （通　研）

会　計 落合　岩男 （施　設） 有竹　秀一 （施　設）

幹　事

編　集 大谷　　薫 （施　設） 川上　正光 （東工大）

幹　事 喜安　善市 （通　研） 相浦　正信 （東　芝）

斎藤　成文 （東大生研） 森田　正典 （日　電）

（在　 京） 岡部豊比古 （東　芝） 北原　安定 （施　設）

小島　　哲 （通　研） 関　　壮夫 （通　研）

田中　信高 （日　電） 岡村　　進 （通　研）

黒川　武夫 （日　電） 河野　士修 （古河電工）

出川雄二郎 （日　電） 船津　重正 （施　設）

（地　 方） 浅見　義弘 （北　大） 大谷　昌次 （東海通信局）

菊池　喜充 （東北大） 菅田　栄治 （阪　大）

米山　正雄 （九　大） 荻原　猷生 （中国電波監理局）

小池勇二郎 （東北大） 近藤　　潔 （九州通信局）

仲上　　稔 （神戸大） 松本　　正 （北　大）

（会長指名） 乗松　次男 （中国通信局） 萩野　勝夫 （沖電気）

三浦　　広 （北陸通信局） 山本　久富 （九州電波管理局）

甘利　省吾 （電波監理総局） 尾見半左右 （富士通信機製造）

木村　六郎 （国家地方警察本部） 酒井　佐昌 （国　鉄）

林　　重憲 （京　大） 渡辺　孝正 （日　立）

北海道 平林金之助 （北海道電波管理局） 東　北 宮川　岸雄 （東北通信局）

東　京 池田　敬三 （古河電工） 信　越 公文　　陽 （信越通信局）

北　陸 渡　　輝雄 （北陸通信局） 東　海 清水　勤二 （名古屋高工）

関　西 永田　良孝 （近畿通信局） 中　国 河喜多能一 （広島大）

四　国 森　　延光 （松本中央放送局） 九　州 近藤　　潔 （九州通信局）

技術委員 小林　正次 （日　電）

会委員長 26.8 阪本　捷房 （東　大）

編集長 難波　捷吾 （新電元）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和26年～27年（通常総会　26.5.12）



会　長 池田　敬三 （古河電工）

副会長 （在　京） 溝上　　銈 （ＮＨＫ） 平井　　始 （通　研）

（地　方） 熊谷　三郎 （阪　大） 永田　良孝 （近畿通信局）

28.4 浅見　義弘 （北　大）

監　事 清宮　　博 （通　研）

庶　務 正木　知己 （通　研） 瀧　　保夫 （東　大）

幹　事 27.9 初見　辰二 （施　設）

会　計 有竹　秀一 （施　設） 森本　重武 （電波監理総局）

幹　事

編　集 相浦　正信 （東　芝） 斎藤　成文 （東大生研）

幹　事 森田　正典 （日　電） 緒方　研二 （通　研）

岡村　總吾 （東　大） 川田　大介 （施　設）

（在　 京） 岡村　　進 （通　研） 黒川　武夫 （日　電）

河野　士修 （古河電工） 出川雄二郎 （日　電）

船津　重正 （施　設） 今井　春蔵 （東　芝）

尾佐竹　徇 （東　大） 大谷　　薫 （施　設）

川上　正光 （東工大） 喜安　善市 （通　研）

（地　 方） 荻原　猷生 （中国電波監理局） 小池勇二郎 （東北大）

近藤　　潔 （九州通信局） 仲上　　稔 （神戸大）

松本　　正 （北　大） 井上　俊雄 （四国通信局）

内田　英成 （東北大） 小野　恒造 （中国通信局）

大谷　泰之 （京　大） 大野　克郎 （九　大）

（会長指名） 甘利　省吾 （電波監理総局） 尾見半左右 （富士通信機製造）

木村　六郎 （国家地方警察本部） 酒井　佐昌 （国　鉄）

林　　重憲 （京　大） 渡辺　孝正 （日　立）

青井　三郎 （沖電気） 鈴木　一松 （東海通信局）

五島丙午郎 （ＮＨＫ） 28.1 渡　　輝雄 （東海通信局）

田中　末雄 （早　大）

北海道 片山　辰雄 （北　大） 東　北 永井　健三 （東北大）

東　京 木村　六郎 （国家地方警察本部） 信　越 白川寿美男 （信州大）

北　陸 渡　　輝雄 （北陸通信局） 東　海 鈴木　一松 （東海通信局）

27.12 沼田七次郎 （加越電業） 28.1 渡　　輝雄 （東海通信局）

関　西 青柳　健次 （阪　大） 中　国 河喜多能一 （広島大）

四　国 久光　登龍 （四国電波管理局） 九　州 米山　正雄 （九　大）

技術委員 阪本　捷房 （東　大）

会委員長

編集長 難波　捷吾 （新電元）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和27年～28年（通常総会　27.5.10）



会　長 小松　　繁 （ＮＨＫ）

副会長 （在　京） 平井　　始 （通　研） 小林　宏治 （日　電）

（地　方） 浅見　義弘 （北　大） 林　　重憲 （京　大）

監　事 佐々木卓夫 （電電公社）

庶　務 初見　辰二 （電電公社） 伊藤　　毅 （早　大）

幹　事

会　計 森本　重武 （電波監理総局） 鈴木　二郎 （古河電工）

幹　事

緒方　研二 （通　研） 岡村　總吾 （東　大）

編　集 川田　大介 （電電公社） 28.6 鳴海　武雄 （古河電工）

幹　事 沢崎　憲一 （東　芝） 尾佐竹　徇 （東　大）

二条　弼基 （通　研）

（在　 京） 今井　春蔵 （東　芝） 尾佐竹　徇 （東　大）

大谷　　薫 （電電公社） 28.5 清田　良知 （ＫＤＤ）

喜安　善市 （通　研） 川上　正光 （東工大）

黒川　廣二 （電電公社） 小田達太郎 （国　鉄）

森田　正典 （日　電） 下村　尚信 （東　芝）

森脇　義雄 （東大生研）

（地　 方） 井上　俊雄 （四国通信局） 内田　英成 （東北大）

小野　恒造 （中国通信局） 大谷　泰之 （京　大）

大野　克郎 （九　大） 大脇　健一 （神戸工業）

笠原　芳郎 （阪　大） 28.5 石田　光夫 （信州大）

宮川　岸雄 （東北通信局） 菊池　喜充 （東北大）

米山　正雄 （九　大）

（会長指名） 青井　三郎 （沖電気） 五島丙午郎 （ＮＨＫ）

田中　末雄 （早　大） 渡　　輝雄 （東海通信局）

小林　秀正 （富士通信機製造） 辻　　吉正 （住友電工）

野上　万一 （岩崎通信機） 福田　舜一 （藤倉電線）

渡辺　孝正 （日　立） 渡部武三郎 （国家地方警察本
部）

北海道 所　　　猛 （札幌中央放送局） 東　北 宮川　岸雄 （東北通信局）

東　京 石川　武二 （通　研） 信　越 伊藤　　誠 （信越通信局）

北　陸 松島　正義 （北陸通信局） 東　海 渡　　輝雄 （東海通信局）

関　西 井上文左衛門 （住友電工） 中　国 白倉　芳彦 （中国電波監理局）

四　国 井上　俊雄 （四国通信局） 九　州 島津　　正 （九州通信局）

技術委員 阪本　捷房 （東　大）

会委員長

編集長 大橋　幹一 （岩崎通信機）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和28年～29年（通常総会　28.5.9）



会　長 中尾　徹夫 （電電公社）

副会長 （在　京） 小林　宏治 （日　電） 石川　武二 （通　研）

（地　方） 林　　重憲 （京　大） 松平　正寿 （東北大）

監　事 佐々木卓夫 （電電公社）

庶　務 伊藤　　毅 （早　大） 副島　義雄 （東　芝）

幹　事

会　計 鈴木　二郎 （古河電工） 佐原　貞治 （ＮＨＫ）

幹　事

尾佐竹　徇 （東　大） 沢崎　憲一 （東　芝）

編　集 二条　弼基 （通　研） 小林　夏雄 （通　研）

幹　事 宮地　杭一 （ＮＨＫ） 柳井　久義 （東　大）

29.10 田中　周三 （東　芝）

（在　 京） 小田達太郎 （国　鉄） 黒川　廣二 （電電公社）

下村　尚信 （東　芝） 森田　正典 （日　電）

森脇　義雄 （東大生研） 大畑　一応 （電電公社）

沢井善三郎 （東大生研） 島　　茂雄 （ＮＨＫ）

森本　重武 （電波監理局） 米澤平次郎 （通　研）

（地　 方） 石田　光夫 （信州大） 笠原　芳郎 （阪　大）

菊池　喜充 （東北大） 宮川　岸雄 （東北通信局）

米山　正雄 （九　大） 大泉　充郎 （東北大）

片山　辰雄 （北　大） 喜田村善一 （阪　大）

島津　　正 （九州通信局） 田中　哲郎 （京　大）

（会長指名） 小林　秀正 （富士通信機製造） 辻　　吉正 （住友電工）

野上　万一 （岩崎通信機） 福田　舜一 （藤倉電線）

渡辺　孝正 （日　立） 渡部武三郎 （国家地方警察本部）

川上　正光 （東工大） 新堀　正義 （ＫＤＤ）

末光　忠一 （昭和電線電纜） 中島　　茂 （日本無線）

北海道 松本　秋男 （北　大） 東　北 宮川　岸雄 （東北通信局）

東　京 米澤　　滋 （電電公社） 29.8 菊池　喜充 （東北大）

信　越 篠田　四五 （富士通信機製造） 北　陸 松島　正義 （北陸通信局）

東　海 和気幸太郎 （東海通信局） 関　西 前田　憲一 （京　大）

中　国 平賀　籌三 （中国電波管理局） 四　国 平田　　建 （松山中央放送局）

九　州 誉田　敏雄 （熊本大）

技術委員 阪本　捷房 （東　大）

会会長

編集長 大橋　幹一 （岩崎通信機）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和29年～30年（通常総会　29.5.22）



会　長 溝上　　銈 （ＮＨＫ）

副会長 （在　京） 石川　武二 （通　研） 米澤　　滋 （電電公社）

（地　方） 松平　正寿 （東北大） 前田　憲一 （京　大）

監　事 関　　壮夫 （通　研）

庶　務 副島　義雄 （東　芝） 辻　　僲二 （電電公社）

幹　事

会　計 佐原　貞治 （ＮＨＫ） 生田　　滋 （富士通信機製造）

幹　事

編　集 小林　夏雄 （通　研） 田中　周三 （東　芝）

幹　事 宮地　杭一 （ＮＨＫ） 大島信太郎 （ＫＤＤ）

西巻　正郎 （東工大） 深海　　規 （通　研）

（在　 京） 大畑　一応 （電電公社） 沢井　善三 （東大生研）

島　　茂雄 （ＮＨＫ） 森本　重武 （電波監理局）

米澤平次郎 （通　研） 伊藤　　毅 （早　大）

尾佐竹　徇 （東　大） 沢崎　憲一 （東　芝）

二条　弼基 （通　研） 原島　　治 （日　電）

（地　 方） 大泉　充郎 （東北大） 片山　辰雄 （北　大）

喜田村善一 （阪　大） 島津　　正 （北海道通信局）

田中　哲郎 （京　大） 伊藤　　誠 （九　大）

大高庄右衛門 （山形大） 近藤　精一 （名古屋中央放送局）

真野　国夫 （東北大） 松本　　正 （北　大）

（会長指名） 川上　正光 （東工大） 新堀　正義 （ＫＤＤ）

末光　忠一 （昭和電線電纜） 中島　　茂 （日本無線）

川上　寿一 （国　鉄） 鈴木　二郎 （古河電工）

太原　彦一 （中国電波監理局） 西松　武一 （警察庁）

三木　正一 （日　立）

北海道 島津　　正 （北海道通信局） 東　北 大森　忠夫 （東北通信局）

東　京 阪本　捷房 （東　大） 信　越 上野　辰一 （長野日本無線）

北　陸 京藤　睦重 （金沢大） 東　海 和気幸太郎 （東海通信局）

関　西 更田　健彦 （三菱電機） 中　国 薩川　一義 （中国通信局）

四　国 門永　　忠 （四国電波管理局） 九　州 伊藤　　誠 （九　大）

技術委員 阪本　捷房 （東　大）

会会長 30.10 石川　武二 （通　研）

規格調査 山本　　勇 （明　大）

会委員長

編集長 大橋　幹一 （岩崎通信機）

31.1 嶋津保次郎 （日　電）

評
　
議
　
員

支
部
長

昭和30年～31年（通常総会　30.5.14）


