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ごあいさつ前田敏男

20年のあゆみそしてこれから

く昭和39年-49年〉座談会・創立20周年への記録(，)

『財団設立の経緯と将来への展望』坂静雄，東畑謙三，

前田敏男，錦田直一，塚本猛次座談会・創立20周年

への記録(2)r業務開始とひと』 坂静雄，錦田直一，

正法院陽三，小林一雄，尾谷透，星野善孝，三田村

茂雄，十倉毅 『設立から10年』一基礎の確立と業

務の拡張正法院陽三

く昭和49年-59年>r最近10年のあゆみ』一組織・業

務・施設 奥島正一，金井弘次. r試験室と分室の

現況報告』

く昭和59年これからの10年〉

試験所への提言青山信英，五十嵐定義，石崎溌雄，

石本徳三郎，伊吹精郎，大井孝和，岡田光正，金多

潔，川越邦雄，川村政美，河原畑良弘，岸谷孝一，

子安勝，斎藤潮，坂啓智，阪田憲次，白山和

久，須藤恒雄，関口賢二，高野孝次，谷口延次郎，

寺井俊夫，浜田隆義，渡野一男，原桂一郎，久徳敏

治，平上恵章，藤井正一，日置興一郎，松井司，

松浦邦男，真塚達夫，松村慶三，御津圭三，水畑耕

治，森田司郎，山肩邦男，山田 稔，米国元一，鷲

尾健三

私にもひとこと 井上隆二，上田哲夫，大渡信昭，翁

長博，永山勝，西村宏明，長谷川宏，益尾潔，

三田村茂雄，吉木重明，和木和男，池田一義，高淑

吉勝，中安進
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