
第１号議案    平 成 25 年 度  事 業 報 告 書 

 

１．平成２５年度に開催した主な会議・会合  

 （１）第９３回定時社員総会 

  平成２５年６月７日    １５００～１６１０  海事センタービル８階会議室 

    出席者  社員８６名（出席３９名、委任状４７名） 

  次の議案を議決した。 

  ① 平成２４年度事業報告並びに決算報告及び財産目録等について 

  ② 平成２５年度事業報告(案)並びに収支予算（案）について 

  ③ 理事改選及び監事の補充について 

  ④ Web 版会員名簿導入につぃて 

  報告事項 

  ・平成２５年度社員選出名簿 

  ・横浜会館内の横浜マリンクラブとの契約改定について 

  ・特別会員の推薦について 

（２）理事会 

    （第１回） 

  平成２５年５月１７日    １４００～１５３０   本部会議室 

    出席者  理事総数２０名中 １６名出席  監事 1名 

   次の議案を議決した。 

   ① 平成２４年度事業報告並びに決算報告及び財産目録等の承認について 

② 特別会員の推薦について 

   ③ 資産運用計画について 

（第２回） 

  平成２５年６月７日    １６００～１６３０   本部会議室 

    出席者  理事総数２０名中 １６名出席  監事 1名 

  次の議案を議決した。 

   ① 常任役員の選任について 

   ② 顧問の推薦につぃて   

  協議事項 

   １）各常設委員会委員長について 

    （第３回） 

平成２５年１１月１５日    １４００～１６００    

  出席者  理事総数２０名中  １７名出席  監事１名 

   次の議案を議決した。 

① 終身会員制度及び准員に関する規程「会費の種類及び金額」の改定の件 

② 個人情報保護管理規程制定の件 

③ 本部会議室貸出決定による平成２５年度予算の修正 

④ 寄付金支出に伴う基本財産取崩の件 

  引き続き、事務局より以下の報告事項があった。 

１）平成２５年度上期決算報告 

２）平成２５年度上期会長及び専務理事の職務執行報告 

３）本部会議室賃貸先決定報告 

４）Web 版会員名簿について 

    （第 4 回） 

   平成 26 年 3 月 14 日   １４００～１６００ 



 出席者  理事総数２０名中  16 名出席  監事 2名 

次の議案を議決した。 

①  平成２６年度定時総会開催日程について 

②  平成２６年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

③  ウエブ版会員名簿の公開について 

  ④ 賛助会員 1名入会の承認につぃて 

 引き続き、事務局より以下の報告事項があった。 

   １）「明治丸」の修復工事完了を見据えた新組織「NPO 法人海洋塾」（仮称）設立支     

    援について 

   ２）神戸支部事務室長の交代について 

（３）監事監査 

   平成２５年５月 7日   １１００～１２００   本部会議室 

   監事２名による平成２４年度監査を実施 

（４）常設委員会（主たる審議、調査並びに意見交換事項） 

  ① 会務委員会（赤峯委員長、委員１０名、特別委員１名、委員会３回開催） 

   ・定時総会、理事会等の開催計画、議案等の説明 

   ・平成 25 年度事業報告案及び平成 26 年度事業計画案の審議 

   ・ボランティアクラブの活動状況報告 

  ② 海事問題調査委員会（佐々木委員長、委員８名、委員会３回開催） 

   ・今年度も海事関連社会の健全な発展に寄与し、かつ海事社会におけるホットな重

要テーマについて意見交換。 

・会誌「海洋」３月号で「若者よ世界の海で 海洋開発にチャレンジを」       

を掲載 

   ・「真の海事立国に向けて」では、最終的な意見の取り纏め方、発表方法などを鋭意

検討中 

  ③ 編集委員会（山本委員長、委員１０名、委員会５回開催） 

   ・会誌「海洋」発行の企画、編集（年５回発行） 

   ・特集記事として「船主協会会長に聞く」「内航海運」等を掲載した 

  ④ 企画委員会（根本委員長、委員６名、委員会１回開催） 

   ・終身会員制度について 

（５）支部長連絡会議 

  平成２５年５月１７日   １５：００～１６：００ 本部６階会議室 

   出席者  (支部長) １３名   (本部) ４名 

   ○支部選出理事並びに選出について 

   ○支部運営内規の制定について    

   ○「WEB 版会員名簿」について 

   ○各支部の現状並びに主要な活動報告 

○横浜マリンクラブの利用促進について 

○その他 

（６）主な会合 

  ① 会員懇親会（第９３回 定時社員総会終了後） 

    平成 2５年６月７日   １６００～１８００   海事センタービル２階 

     出席者  ８８名（来賓 ３７名、会員 ４６名、学生 ５名） 

  ② 新年賀詞交歓会     

平成２６年１月１０日   １２００～１３３０   海事センタービル２階 

     出席者 110 名（来賓 55 名、会員 55 名） 

 



２．事業関係 

 (1) 船員・海事に関する調査研究 

   ① 前年度に引続き「安全と環境」をテーマに活動を続けてきたが、更に海事社会に

おける重要なテーマについても取り上げ、委員間で勉強会並びに最新情報を取り

寄せて発表を行った。 
   ② 上記で議論した内容を会員への情宣の一環として、易しい解説記事に纏め上げて 

会誌「海洋」並びに ＨＰにも掲載した。 
 （２）海事思想の普及 
     ① 祝日「海の日」を主とする関係諸行事への参加、広報活動への協力 

    ② 重要文化財「明治丸」は、修復工事待ちで、一般公開が停止されているため、船

外からの案内活動に留め、代わりに「百周年記念資料館」の常設展示、企画展等を

主に案内活動を行った。参加ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは延べ合計約 250 名、見学者数は合計約 3,870

名に上り、「明治丸」や「百周年記念資料館」を教材にした海事思想の普及に努め

た。 

   ③ 神戸大学海事科学部付属海事博物館一般公開に関しては、月、水、金曜日の午後

通年公開している。参加ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは 2 名／公開日で、来館者は延べ約 2,900 名に

達している。 
   ④ 東京海洋大学の重要文化財「明治丸」及び関連施設の維持整備、管理等に関する

事業並びに神戸大学の「海事博物館」への支援金として総額 1.6 億円を 5年間に

分割してそれぞれに寄付することになっているが、25 年度分として総額 3,200 万

円を寄付した。 

 （３）会誌等の発行 

    会誌「海洋」（Ｎｏ８８２～Ｎｏ８８６ 年５回発行）  

    「海洋」は毎回約 5,300 部印刷。送付先内訳は、会員向け約 4,550 部、准員約 260

部、東京・神戸・海技大学校の学生向け贈呈約 140 部、新入会員獲得用約 200 部、

未納会員用に 125 部、一般購読者贈呈用約 25 部となっている。 

 （４）講演会等の開催 

   ① 東京支部  

 25.12.2 「ミヤンマーに魅せられて」  

竹口 省三氏（TE－17）海事センタービル 8階会議室（23 名） 

     ② 横浜支部 

    25.11.12 「空の歴史と人類が初めて空を飛んだ熱気球の世界」 

角田 昌男氏（TN－15）    横浜海洋会館会議室（30 名） 

     26.3.11 「関東大震災と横浜港」 

（公財）帆船日本丸記念財団理事  志澤 正勝氏 

   ③ 神戸支部 

    25.1.18  練習船日本丸に於いて講演会 

「新社会人（新船舶職員）に望むこと」 

日本船長協会 技術顧問  今西 邦彦氏（KN－10） 

受講生に海洋会パンフ配布、入会勧誘 

    26.2.23  練習船大成丸に於いて講演会 

     「機関艤装」 川崎重工 船舶海洋カンパニー工作部艤装課係長 水口 朋和氏 

受講生に海洋会パンフ配布、入会勧誘 

   ④ 名古屋支部 

    25.10.24  懇話会  神戸高等商船学校 航海科 43 期 加藤 智弘氏 

               参加者 25 名 

   ⑤ 富山支部  



    25.12.07   講演会  「富山湾を愛する会について」 石森 繁樹（TN-12） 

  ⑥ 中国支部 

    25.7.14 第 2回海事講演会 日本船長協会とタイアップして海事啓蒙活動の一環

として開催。広島市教育委員会、ﾎﾞｰﾄﾊﾟｰｸ広島、大河ﾌｨｯｼﾝｸﾞ、西川ゴム

工業、地元有力県会議員など関与先の諸団体が協力的であった。 

        案内チラシ 5000 枚を印刷し、広島市内の 18 の小学校 4 年生から 6 年生

に教育委員会を通して配布した。無料クルージング付きであったが、14

名の小学生が応募、親子で参加が前提であったので 29 名の参加者であっ

た。 

（５）会館の運営   

   ① 本部事務所 本部会議室に 12 月 1 日より新テナントの入居が決まった。 

   ② 横浜会館  3 階のサッシ周りより漏水があり補修工事を実施した。 

   ③ 神戸会館  会館の有効活用模索中 

 （６）会員の福利厚生 

   ・会員からの就職、転職等の各種相談を受け付け、必要な情報提供を行った。 

 （７）両大学及び学生との交流等 

   ① 東京海洋大学海洋工学部、神戸大学海事科学部 

○ 卒業時の海洋会賞贈呈 

・ 東京海洋大学海洋工学部 

        海事システム工学科   航海システムコース     齋藤 詠子 

       同        情報システムコース       橋本 洋佑 

    海洋電子機械工学科   機関システム工学コース   佐藤 ひと枝 

       同        制御システム工学コース   沼澤 真一 

    流通情報工学科                  園本 拓郎 

・神戸大学海事科学部 

    海事技術マネジメント学科（航海分野）       山本 海渡 

       同        （機関分野）       上山 博晃 

    海事ロジスティクス科学科             岩田 志津香 

    マリンエンジニアリング学科            中間 崇彦 

○ 海洋工学部、海事科学部支援のための寄付 

○ 学生祭等の支援（海王祭、深江祭等） 

○ 会誌の贈呈 

○ 東京海洋大学海洋工学部の学生に対して寮歌指導、海王祭で成果を発表 

   ② 航海訓練所 

○ 図書の寄贈 

○ 遠洋航海出航時の見送り 

  （８）支部活動の支援 

    ① 支部長連絡会の支援（平成 24 年 5 月 20 日） 

    ② 支部補給金の配布 

    ③ 海外海洋会の通信費等の支援 

  （９）ボランティアクラブ活動 

    ○ 「百周年記念資料館」の一般公開、神戸大学海事科学部附属海事博物館一般

公開、ビーチクリーンアップ、海事思想普及活動、その他について各部会別

に実施 

    ○ 会誌編集並びに発送業務の支援 

    ○ 会費未納会員への督促業務の支援 

 



３．会務関係 

  （１）公益目的支出計画実施報告書提出 

     平成 25 年 6 月 13 日に同上報告書提出完了  

（２）特別会員の推薦 

（東京海洋大学）今野  均  内田 洋子  増田 光弘 

（神戸大学）  足立 久司  水谷  淳  Rook Matthew John 

（海技大学校） 前田 数馬  西  重樹  織金 人姿  清水 通明 

  （３） 新会員および准員の加入状況 

     平成 25 年度の新卒業者は、東京海洋大学海洋工学部、神戸大学海事科学部、航 

     海訓練所、各海運会社等の協力により 22 名の新規入会者があった。 

     一方､准員の加入申込者数は 289 名(内、神戸大学は 20 名)会費を支払って准員 

     として登録完了した者は 119 名（内、平成 26 年 4 月入学者で、3月中に会費納 

入した者は 50 名）会費未納のままの者 170 名である。 

 （４） 財政上の諸対策 

   １．増収対策 

○ 新会員システム稼働に伴い銀行、郵便局による会費自動振込制度の拡大 

     ○ 会費の職域毎納入の協力依頼 

     ○ 会費の長期滞納者への督促 平成 25 年度は、会費の長期滞納者（2番会員）

及び休止会員合計4200名にﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ（Web版会員名簿の説明などと一緒に）

で会費納入のお願いを添えて送付した結果、60 名の会員から再入会または

会費の納入があった。 

○ 支部組織を通じての会費納入依頼 

     ○ 郵送ラベル提供等によるクラス会支援を通じての会費請求 

     ○ 会誌広告料収入の増収確保 

     ○ 不動産賃貸料収入の確保 

   ２．諸経費削減対策 

     ○ 会員有志の会費発送業務による通信運搬費の削減 

     ○ 従来から継続していた会務の内、不要、不急事項の洗い出し 

 
4．本会 会員数 
 （１） 正会員数（社員選挙の選挙及び被選挙権保有者） 
   ① 平成 24 年度末（平成 25 年 3 月 31 日現在）       ４，７７８名 

   ② 平成 25 年度中の入会者                   ２２名 

③ 平成 25 年度中の再入会者                   ３名 

   ④ 平成 25 年度中の物故者                  １６３名 

   ⑤ 平成 25 年度中の退会者                         １０７名   
     平成 25 年度末（平成 26 年 3 月 31 日現在）       ４，５３３名 

 （２） 准員                           ２５８名  

 （３） 定款 9 条（4）により会員資格喪失中の者          ６，７３９名 

           及び住所等不明の会員 

 （４） 名誉会員                           ３名 

 （５） 特別会員                         １００名 

 （６） 賛助会員                              １名     

     会員合計                       １１，６３４名 

 
５．受賞会員 
（１）平成 24 年度生存者叙勲、褒章及び大臣表彰 (順不同) 



＜生存者叙勲＞ 
（春季） 岸    良彬  雲林院信行  大久保眞顯   下野 勝郎  伊勢谷祥三 
（秋季） 杉浦 昭典    上中 拓治 

 ＜褒章＞  
  （春季） 内田 正伸  小峰 信正  高杉 洋一  星加  昭  森脇 祐治 

＜海事功労者＞（ 国土交通大臣表彰）   

  丹羽  誠   金子  孝好  林野  敏晴    青崎 泰雄   山野 勝三 

  小林  英司    山野  峰生 

 

６．役員等の逝去  
支部長  大西  守 (25.4.20)  

相談役 德田 迪夫（26.2.7）  

顧問  菅原小五郎（25.8.24） 石割  正（25.9.22） 内海  博（26.2.26） 
 

７．支部の状況 
 (1) 支部の活動状況（総会、各委員会、主要事業のみ） 
支 部 名 総 会 支部委員会 主 要 事 業 
東 京 25.6.7 

海事センター2階 

23 名 

支部委員会 2 回 

 

講演会（内容は前掲通り） 

横 浜 25.5.14 

横浜会館 

出席者 146 名 

（内委任状 102 名） 

終了後懇親会 

常任委員会 6 回 

支部委員会 6 回 

支部監査（4.22）

春季懇親会  25.5.14 (42 名) 

秋季懇親会  25.10.8 （36 名） 

忘年会    25.12.10 (32 名 他に来賓 6名)

賀詞交換会   25.1.14 （40 名 他に来賓 8名）

「海の日」前夜祭 24.7.13（177 名） 

 三団体（海洋会、若葉会、全船協）の共催 

神 戸 26.6.7 

神戸会館 

終了後懇親会 

支部委員会 3 回 海事科学部学生祭等で入会勧誘（25.5.25） 

同学部卒業式等諸行事参画 

練習船入港時入会勧誘のため訪船 

受賞者祝賀会、忘年会（43 名） 

新年賀詞交換会 26.1.6 （50 名） 

北海道 
 

 

25.11.8 
札幌和顔本館(13 名) 
終了後懇親会 

支部役員会 2 回 小樽海洋技術学校入学式・卒業式出席 
自衛隊ﾐｻｲﾙ発射艦の見学・体験乗船 
苫小牧・小樽日本丸／海王丸寄港表敬訪問 

函 館 
 

 

25.7.10 

旬花 (出席者 6名) 

終了後懇親会 

支部役員会 １回 練習船歓迎訪船 幹部との懇談 

 青雲丸 25.8.5   日本丸 25.8.26) 

 銀河丸 25.10.15 

東 北 

 

 

25.5.19 

「佐勘」 

終了後懇親会(8 名） 

支部役員会 3 回 講演会（内容は前掲通り） 

千 葉 

 

25.12.6 

 「蕪村」(7 名) 

支部委員会 1 回  

名 古 屋 

 

 

 

26.1.16  

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

終了後賀詞交換会 

（22 名） 

支部委員会 3 回 講演会（内容は前掲通り） 

洋葉会 名古屋港水族館内 

 海洋会 24 名若葉会 27 名合計 51 名 

企業見学会 電気科学館名古屋市科学館  



 

 

 

参加者 27 名 

練習船表敬訪船 大成丸 24.5.18 日本丸 

25.11.7 銀河丸 25.1.15 青雲丸 25.2.28 
富 山 25.12.07 

「ホテル割烹ときわ」 

 終了後懇親会（7名） 

支部委員会 1 回  

清 水 
 
 

26.1.25 

やすい軒 

終了後新年会(20 名） 

支部委員会 1 回 夏の支部会（納涼会）25.8.24（27 名） 

中 国 25.6.9 

ひろしま国際ホテル 

 出席者 18 名 

支部役員会 2 回 新年賀詞交歓会 26.2.9  (18 名) 

第 2 回海事講演会 25,7,14  29 名※ 
ｶｯﾀｰレース 25,7,27 宇品外貿易埠頭 12 名 

四 国 

 

 

26.1.13 

支部総会に引続き懇

親会開催 12 名出席 

支部委員会 1 回 練習船入港歓迎式典出席  青雲丸（25.5.31）

海王丸（26.1.27）大成丸（26.2.13） 

関 門 26.12.6 

あかしあ 

終了後忘年会(29 名） 

拡大支部委員会2回

支部委員会 2 回 

練習船日本丸・海王丸入港歓迎式典参加 

洋葉会と合同会合 25.9.25(22 名） 

海洋会賀詞交換会 26.1.17(13 名） 

鹿児島 26.2.13 

ﾎﾃﾙ 福丸 

終了後洋葉会と合同

懇親会（10 名） 

支部委員会 2 回 海の日「我は海の子」歌唱ｺﾝｸｰﾙ歌唱練習及び 

コンクール参加（14 名） 

海上保安部（10 管区本部）防災クルーズ参加 

巡視船による錦江湾クルーズで防災を学ぶ 

（25.9.7）   会員及び家族 10 名参加 

越 中 島  支部委員会 1 回 新入生勧誘 25.4.3  （101 名入会） 

卒業生名簿の整備 1994 年 3 月以降の卒業生に

対し越中島支部便りを 1775 通送付 

 



8．本部、支部設置状況（平成26年3月31日現在、海外海洋会を含む）

本　部 〒102‐0083 東京都千代田区麹町４－5 会　　長 豊田　耕治
　　　　　　　　　　　　海事センタービル 副会長 鈴木　三郎
　　　　　　　　TEL　　03－3262－8632 同 斎藤　徹郎
　　　　　　　　FAX　　03－3262－6909 専務理事 甲斐　定彦
　　　　　　　　http://www.kaiyo-kai.com 事務局長 小西　正昭
　　　　　　　　Ｅ－ｍａｉｌ :  honbu@kaiyo-kai.com 職　員 城戸　知子

同 阿部　玲子

東　京 同上（本部住所と同じ） 支部長 石田　隆丸

横　浜 〒231‐0002 横浜市中区海岸通１-１ 支部長 斎藤　徹郎
　TEL　045-201-7786　　　　　FAX　045-201-7785 事務室長 山谷　周二

神　戸 〒650-0011 神戸市中央区下山手通３－１５－１０ 支部長 鈴木　三郎
事務室長 藤原　義和

北海道 〒065-0026 札幌市東区北２６条東１８－２－５ 支部長 高橋　　　孜

函　館 〒049-0111 北海道北斗市七重浜２－１５－３ 支部長 里　　　　憲
　　　北海道函館水産高等学校内　[浪岡　哲史]気付

東　北 〒980-0822 仙台市青葉区立町４-18-605　福原博信方 支部長 岸　　　良彬

千　葉 〒260-0822 千葉市中央区蘇我町２－９６５　㈲昭栄工業内 支部長 村上　俊一

清　水 〒424-0206 静岡市清水区興津清見寺1375‐51 支部長 矢野　経征
　　　鈴与自動車運送㈱　[正木　勝]　気付

名古屋 〒458-0808 名古屋市緑区東神の倉２－１００４ 支部長 八木　嘉幸

富　山 〒933-0235 射水市海老江練合１－２ 支部長 山崎　祐介

　　　　　富山高等専門学校内　[中谷俊彦]　気付

中　国 〒732-0066 広島市東区牛田本町３－４－１３ 支部長 石津　則昭

　　　　(有）ｲｼｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｱﾙｻｰﾋﾞｽ内

四　国 〒764-0011 多度津市栄恵町１ー６－１９－５ 支部長 治多　次郎

門　司 支部長 佐藤　元洋

海洋会事務局（支部長佐藤元洋）

長　崎

鹿児島 〒892-0801 鹿児島市稲荷町１３－４　亀山東彦方 支部長 亀山　東彦

越中島 〒135-8533 江東区越中島２－１－６ 支部長 岩坂　直人

　　　　　東京海洋大学越中島キャンパス
　TEL　03-5245-7301

　TEL　043-263-1871　　　　FAX　　同左

　TEL　099-247-1418　　　　FAX　　同左

　TEL　0138-49-2411　　　　　FAX　0138-49-0168

　TEL　022-224-3,286　　　　FAX　　同左　

　TEL　0543-54-3091　　　　　FAX　0543-54-3109

　TEL　052-878-5437　　　

　TEL　082-51-2866　　　　FAX　082-511-2867

　TEL　0877-46--0321　　　FAX　　同左

　TEL　0766-86-5225　　　　FAX　0766-86-5110

　TEL　093-321-0937　　　　　FAX　093-331-9466

　日本サルヴェージ㈱門司支店気付　

休眠中（連絡先は本部宛事務局まで）

　TEL　011-786-4185　　　FAX　　　　同左

　〒801-0804　北九州市門司区田野浦海岸15-73

事務所所在地・電話番号・ＦＡＸ 役職員・支部長

　TEL　078-331-3128　　　　　FAX　078-331-3130



海外海洋会
（平成26年3月31日現在）

 ロンドン海洋会

RIVER PLATE HOUSE, 7-11 FINSBURY CIRCUS,

LONDON , UK, EC2M 'EA TEL.44-20-7382-6722

FAX.44-20-7090-2403

      事務局   谷本　光央（東船大N38)

Mitsuhisa.Tanimoto@molng-europe.com
 マニラ海洋会
　　　KAWASAKI　KISEN　KAISHA、LTD.

　　　K-Line　Building、Coral　Way　DRIVE、Central　Business TEL.63-2-556-2940
　　　Drive　Park-1、Island　A、Pasay　City ,PHILIPPINES FAX.63-2-556-2935
　　　         中西　宏至　気付

      会　長   原田　勉(東船大N20）

　　　幹　事　 中西　宏至(神船大N3９)

nakanishi@ventis.com.ph
 ジャカルタ海洋会
　　　PONDOK INDAH TOWER JL. METRO PONDOK INDAH

      SEKTOR Ⅱ　BLOK SA JAKARTA SELATAN INDONESIA TEL.62-21-750-1085
FAX.62-21-750-1125

 　　 会　長　室　吉次郎(東船大N19)

  　　事務局      同上

muro@pondokindahtower.co.id
 南加海洋会
　　　MULTIMODAL ENGINEERING CORP.

　　　4010 WATSON PLAZA DRIVE,SUITE 250 TEL.1-562ｰ425ｰ4023
　　　LAKEWOOD, Ca 90712  U.S.A.　　山崎　芳淳　気付 FAX.1-562ｰ425ｰ0809

                         y.ito55@verizon.net

　　　会誌「海洋」担当　斎藤　泰（神船大　Ｎ７）

 シンガポール海洋会
      Mr.Ryuichi Maruyama

      Managing Director TEL.+65-6273-5811
      NOBU MARINE PTE LTD FAX.+65-6273-2264
      Blk N, 81 Pandan Loop, Singapore 128292 H/P.+65-9297-6445
     会　長  丸山　隆一      (神船大N28)

　　 副会長  黒柳　智丸　　　(東船大N35)

  　　　　　　　　　　　　　　 rmaru@ntti.net.sg
 香港海洋会
　　　Misuga Kaiun(HK)Limited

      Room 2601,26/F,Island Place Tower TEL.+852-3420 2330
      510 Kings Road,North Point,Hong Kong

 　  会　長   大渕　康明　(東船大　E25)

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　obuchi@misuga-kaiun.com.hk
 　  事務局   南　秀和　 (東船大　Ｅ52) TEL.+852-2507 6167

hidekazu.minami@nashk.com

"K"LINE EUROPE LIMITED

      事務局   伊藤幸雄 (神船大Ｅ11）横山勝（東船大Ｎ９）

 　 　会　長 　坂崎　龍蔵 (神船大Ｅ14)   ryusakazaki@clssnk.or.jp


