
ベルニナ山岳会・会員名簿  

【現役会員】 

秦野 博志     〒：２３６－００３１ 

自宅住所：横浜市金沢区六浦５－３８－１４ 

自宅℡：０４５－７０１－４５４２８（FAX 兼用） 

携帯℡：ーー 携帯メール：ーー 勤務先：ーー 勤務先℡：ーー 

勤務先 FAX：ーー 緊急連絡先：自宅 

入会：１９５６／４／１２ 生年月日：１９３６／７／５ 血液型：A 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 

内田 良平     〒：２２４－００３４ 

自宅住所：横浜市都筑区勝田町２６６－１勝田団地２５－４０４ 

自宅℡：０４５－５９１－８２６８（FAX 兼用） 

携帯℡：ーー 携帯メール：ーー 勤務先：自営 勤務先℡：ーー 

勤務先 FAX：ーー 緊急連絡先：自宅 

入会：１９５８／７／１０ 生年月日：１９３６／３／１７ 血液型：A 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 日本山岳写真集団、日本山岳会会員 

堀江 栄次      〒：２１３－００２５ 

自宅住所：川崎市高津区久末５１１－１６８ 

自宅℡：０４４－７７７－２１２８（FAX 兼用） 

携帯℡：０９０－２６６８－１００４ 

携帯メール：・・勤務先：・・勤務先℡：・・勤務先 FAX：・・ 

E メール・・     緊急連絡先：自宅 

入会：１９５８／１１／１３ 生年月日：１９３９／３／４  血液型：A 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 神奈川県山岳連盟常任委員 



金子 昭夫      〒：２５３－０１０５ 

自宅住所：神奈川県高座郡寒川町岡田７－１７－１ 

自宅℡：０４６８－２６６８－２１２８FAX：０４６７－７４－６４４８ 

携帯℡：０９０－４５４１－０９１６  携帯メール：ーー 

勤務先：金子美研 勤務先℡：同自宅 勤務先 FAX：同自宅 

緊急連絡先：自宅叉は金子須寿美０９０－１１２４－９８３３ 

入会：１９６１／１１／１３ 生年月日：１９４４／２／５ 血液型：O 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 

平井 康之     〒：１４４－００３４ 

自宅住所：東京都大田区西糀谷３－２２－１４ 

自宅℡：０３－３７４４－０３０３ FAX：０３－３７４４－０３０８ 

携帯℡：０９０－９８５３－１７１８携帯メール：ーー 

勤務先：平井製作所 勤務先℡・FAX：同自宅 緊急連絡先：同自宅 

入会：１９６４／１０／１８ 生年月日：１９４２／１／１８血液型：O 

備考： 

小島 勲      〒：２２９―００３１ 

自宅住所：相模原市相模原４－４－１２－９０６ 

自宅℡：０４２－７５２－７３３７ 携帯℡：０９０－９０１４－６３６９ 

携帯メール：BERNINAKOJIMA@docomome.jp 

勤務先：ユニバーサル造船（株）勤務先℡：０４５－５０５－３１７６ 

勤務先 FAX：０４５－５００－３１７９ 

緊急連絡先：小島 文夫（実弟）海老名市河原口５４２－１－３０３ 

℡：０４６２－３３－２８８３ 

入会：１９６２／３／２３ 生年月日：１９４２／５／２１ 血液型：A 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 



日高 俊彦      〒：２３６－００５１ 

自宅住所：横浜市金沢区富岡東２－４－５６ 

クレッセント横浜シーサイド５１０ 

自宅℡：０４５－７７５－５７５５ 携帯℡：０９０－３３６－５５９２ 

携帯メール：MAIL:hidak@todentsu.co.jp 

勤務先：（株）東電通 勤務先℡：０３－５６６１－１２１１ 

勤務先 FAX：０３－５６６１－１２００ 

緊急連絡先：藤田 欣美（実姉）横浜市栄区庄戸３－２６－２２ 

緊急連絡先℡：０４５－８９４－１４２９ 

入会：１９６８／６／２６ 生年月日：１９４７／３／３ 血液型：O 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 

志村 伊和夫     〒：２２５－０００５ 

自宅住所：横浜市青葉区荏子田３－２２－９ 

自宅℡：０４５－９０２－７０２３（FAX 兼用） 

携帯℡・メール：ー ー E メール：mwryc689@ybb.ne.jp 

勤務先：（財）労働衛生協会 勤務先℡：０３－３３３１―２２５１ 

内線２０３       緊急連絡先：自宅 

入会：１９６９／１０／８ 生年月日：１９４７／３／２７ 血液型：AB 

備考：横浜山岳協会会長 

渡辺 良政     〒：２３４－００５５ 

自宅住所：横浜市港南区日野南５－３－１７ 

自宅℡：０４５－８４７－２１２６(FAX 兼用) 

携帯℡：０９０－８１７１－０７２４ 

携帯メール：iwanobori-watanabe@ezweb.ne.jp 

勤務先：日産自動車（株） 勤務先℡：０４５－５０５－８５４２ 

勤務先 FAX：０４５－５０５－８５６５   緊急連絡先：自宅 

入会：１９７５／１／１２ 生年月日：１９５２／２／５ 血液型：O 

備考： 



今田 賢次      〒：１４４－００５６ 

自宅住所：東京都大田区西六郷１－１７－７ 

自宅℡：０３－３７３３－９０９７(FAX 兼用) 

携帯℡：０９０－３６８１－９４９５携帯メール：ppr009k@ezweb.ne.jp 

勤務先：自営 勤務先℡：０３－３７３８－０９８１ 勤務先 FAX：―  

入会：１９７９／１１／２５ 生年月日：１９５９／４／１３血液型：O  

備考： 

春木 俊秀       〒：２５４－００１４ 

自宅住所：平塚市四之宮２－２－２４ 

自宅℡：０４６３－２３－９９７２(FAX 兼用) 

携帯℡：０９０－１７３３－７６５７ 緊急連絡先：自宅 

携帯メール：papa123@t.vodafone.ne.jp  勤務先：            

勤務先℡：―― 自宅 Eメール: papa123@bernina-ac.com 

入会：１９８２／５／２６ 生年月日：１９６１／１０／１７血液型：B 

備考： 

尾山 浩治      〒：２３９－０８１４ 

自宅住所：横須賀市二葉１－１２－６ 

自宅℡：０４６－８４１－０８１８携帯℡：０９０－４８１１－６７１５  

携帯メール：Mail:kouji.oyama.yokosuka@docomo.ne.jp 

勤務先：（株）かぎろく 勤務先℡：０４６－８３８－４５６９ 

勤務先 FAX：０４６－８３８－４８０１ E メール:oyama@kagiroku.co.jp 

緊急連絡先：自宅 

入会：１９８４／６／１４ 生年月日：１９６５／３／１８ 血液型：A 

備考： 



鎌田 健二       〒：３５９－００１１ 

自宅住所：埼玉県所沢市南永井６２５－１５ 

自宅℡：０４－２９４６－１８１８携帯℡：０９０－６５１１－３１９２ 

携帯メール：Mail:bernina.kamata@softbank.ne.jp 

自宅 Eメール：bernina.kamata@tbk.t-net.ne.jp  緊急連絡先：自宅 

勤務先：日都産業（株） 勤務先℡：０３－３３３－０２１０ 

勤務先 FAX：０３－３３３－０６３１ 

勤務先 Eメール kamata@nitto-sg.ne.jp 

入会：１９８６／４／３ 生年月日：１９６１／２／２４  血液型：A 

備考： 

金川 信二    〒：２２８－０８１２ 

自宅住所：相模原市相南１－２４－９－１３０３ 

自宅℡：０４２－７１９－７８８８携帯℡： 

携帯メール： 

勤務先：ソニー（株）勤務先℡：       勤務先 FAX： 

自宅 Eメール：kanagawa@cd6.so-net.ne.jp  緊急連絡先：自宅 

入会：１９８６／４／１０ 生年月日：１９６３／２／５   血液型：O 

備考： 

伊藤 裕子      〒：２４７－０００６ 

自宅住所：横浜市栄区笠間 3-45-G１０１０ 

自宅℡：０４５－８９５－３５６１携帯℡：０９０－１１１６－５１６６ 

携帯メール： 

勤務先：      勤務先℡：       勤務先 FAX： 

自宅 Eメール：       緊急連絡先：090-6478-9081（夫 紳一郎） 

入会：２００５／３／９ 生年月日：１９６７／４／１   血液型：O 

備考： 



松本 英郡      〒：２２８－００２１ 

自宅住所：座間市緑ヶ丘６－１－２３ 

レーベンハイム緑ヶ丘エアーズ５０８ 

自宅℡：― 携帯℡：０９０－８０５５－８５４８ 

携帯メール：hidekandtama@ezweb.ne.jp 

自宅 Eメール：    緊急連絡先：（妻）芳子 

勤務先：  勤務先℡：        勤務先 FAX： 

入会：         生年月日：１９７３／１／１０  血液型：O 

備考： 

福原 純子      〒：２４１－００１３ 

自宅住所：川崎市多摩区登戸新町４４４－１－３０       

自宅℡：― 携帯℡：０９０－９１０８－０７９２ 

携帯メール：MARINE＿DAY@t.vodafone.ne,jp 

緊急連絡先：磯崎 勝 神奈川県足柄上郡山北町平山３３３ 

緊急連絡先℡：０４６５－７５－１４５５ 

勤務先：   勤務先℡：        勤務先 FAX： 

入会：２００８／１０／２２生年月日：１９７３／７／２０ 血液型：A 

備考： 

鏡内 康敬      〒：２２９－００３２ 

自宅住所：相模原市矢部４－４－１７ 

ダイホープラザ相模原Ⅱ―４０１ 

自宅℡：― 携帯℡：０９０－４９３７－９３９８ 

携帯メール：noah.s-ark-0827…u-pa-ru-pa-@docomo.ne.jp 

E メール：a08031@azabu-u.ac.jp 

勤務先：学生（麻布大学獣医科）緊急連絡先：鏡内 秀明（実父） 

〒：292-0846千葉県木更津市畑沢２－４５－５ 

入会：２００９／５／１３生年月日：１９８６／８／２７ 血液型：O＋ 

備考： 



高橋 邦光      〒：２１０－０８４６ 

自宅住所：川崎市川崎区小田３－２３－５ 

自宅℡：― 携帯℡：０９０－５２０９－９８７５ 

携帯メール：       E メール： 

勤務先：自営  勤務先携帯℡：０９０－５２０９－１８７５ 

入会：２００９／５／１３ 生年月日１９７６／８／２８ 血液型 

備考： 

【休会】 

本田 浩康      〒：２４１－０００５ 

自宅住所：横浜市旭区白根５－６６－４ 

 

備考：平成２１年４月より休会 

 



ベルニナ山岳会・会員名簿 

OB 会員 

防後 晃      〒：２４１－０００５ 

自宅住所：横浜市旭区白根６－６８－１２ 

自宅℡：０４５－９５３－７５７２（FAX 兼用） 緊急連絡先：自宅 

携帯℡：・・携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

入会：１９５４／８／１２ 生年月日１９３６／２／１８ 血液型：A 

備考： 

大島 幸光     〒：３２２－００７２ 

自宅住所：横浜市南区永田東２－１４－１５ 

自宅℡：０４５－７３１－７４７４   緊急連絡先：自宅 

携帯℡：・・携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

入会：１９５５／５／１２ 生年月日：１９３０／３／１２ 血液型：A 

備考： 

柏倉 信義      〒：２２９－０００３ 

自宅住所：相模原市東淵野辺５－６－２ 

自宅℡：０４２－７５２－９４７８    緊急連絡先：自宅 

携帯℡：・・携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

入会：１９５６／４／１８ 生年月日：１９３７／９／３０ 血液型：A 

備考： 

加藤 光久      〒：２５９－０１１１ 

自宅住所：神奈川県中郡大磯町国府本郷４５３－２ 

自宅℡：０４６３－７１－２６４４     緊急連絡先：自宅 

携帯℡：・・携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

入会：１９５８／１／９ 生年月日：１９３５／８／２７  血液型：O 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 



須藤 敬也       〒：４１６－０９０７ 

自宅住所：静岡県富士市中島２３７－１６ 

自宅℡：０５４５－６２－１８２０     緊急連絡先：自宅 

携帯℡：・・携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

入会：１９５８／２／１３ 生年月日：１９３７／３／６  血液型：B 

備考： 

西條 伸一      〒：２２１－０００１ 

自宅住所：横浜市神奈川区西寺尾３－８－２７ 

自宅℡：０４５－４３２－７１０１（FAX 兼用） 

携帯℡：０９０－９３２５－７３４５  携帯メール： 

勤務先：・・勤務先℡：・・ E メール：      緊急連絡先：自宅 

入会：１９５８／８／１４ 生年月日：１９４０／７／３０ 血液型：A 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 

村松 緑司        〒：２３９－０８１２ 

自宅住所：横須賀市小原台５０－１２ 

自宅℡：０４６－８４１－３３２４   緊急連絡先：自宅 

携帯℡：・・携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

入会：１９５８／１０／１６ 生年月日：１９３４／９／５ 血液型：A 

備考：２００９／４ OB 会復帰 

閑喜 貞郎        〒：２３５－００３３ 

自宅住所：横浜市磯子区杉田４－１２－１３ 

自宅℡：０４５－７７２－０２２７（FAX 兼用）緊急連絡先：自宅 

携帯℡：・・携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

入会：１９５８／１０／１６ 生年月日：１９３９／１／２ 血液型：O 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 



広田 征男      〒：０８６－０２１６ 

自宅住所：北海道野付郡別海町別海６５－１９ 

自宅℡：      携帯℡：０９０－３２０５－０８８９ 

勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・    緊急連絡先：自宅 

入会：１９５９／５／７ 生年月日：１９４０／１０／６ 血液型：A 

備考： 

橘川 進       〒：２５９－１１２２ 

自宅住所：神奈川県伊勢原市小稲葉２８７３ 

自宅℡：０４６３－９３－５７７１ 

携帯℡：・・携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

緊急連絡先：橘川 昇（実兄）自宅住所：伊勢原市小稲葉２９６８ 

自宅℡：０４６３－９４－０５７２ 

入会：１９６３／５／２２ 生年月日：１９４２／１／２８ 血液型：B 

備考： 

杉山 幹雄       〒：２５９－００１２ 

自宅住所：神奈川県中郡大磯町国府新宿５３５ 

自宅℡：０４６３－７１－１２８９  携帯℡： 

携帯メール：        緊急連絡先：自宅 

勤務先：㈲いさむ工業（自営）勤務先℡：０４６８－７３－４８３３ 

入会：１９６３／９／１４ 生年月日：１９４２／２／１  血液型：B 

備考： 

細谷 敏男       〒：２４０－１０５０ 

自宅住所：横須賀市秋谷２－１２－２７ 

自宅℡：０４６３－７１－１２８９    緊急連絡先：自宅 

携帯℡：０８０－６５１５－６２０３  勤務先：サイン工芸㈱（自営） 

勤務先℡：０４４－９４５－１５４４    勤務先 FAX：045-954-1584 

入会：１９６５／７／８ 生年月日：１９４５／３／２０  血液型 AB 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 



玉川 徹        〒：１９４－００２１ 

自宅住所：東京都町田市中町 3-22-17 パレス町田５０８ 

自宅℡：０４２７－２８－８０３３ 

携帯℡：０８０－６５１５－６２０３  携帯メール： 

勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・    緊急連絡先：自宅 

入会：１９６６／５／１３ 生年月日：１９４３／１２／８ 血液型：A 

備考：高度登山家集団（OYG）会員 

浜野 光雄       〒：３２１－１４１１ 

自宅住所：栃木県日光市稲荷町１－６３０ 

自宅℡：０２８８－５４－３３０９ 

携帯℡：０９０－８４９０－０６３３   緊急連絡先：自宅 

携帯メール・・勤務先：・・勤務先℡：・・Eメール：・・ 

入会：１９６６／５／１３ 生年月日：１９４４／７／２０ 血液型：A 

備考： 

長渡 信昭      〒：２４３－０４０２ 

自宅住所：神奈川県海老名市柏ケ谷６００－１０－５－２０４ 

自宅℡：０４６－２３２－０８７２  携帯℡：090-4095-5157 

携帯メール：baak08g177aoxtcrnhpj@docomo.ne.jp  緊急連絡先：自宅 

勤務先：自営 勤務先℡：・・ E メール：n.nagato@venos.dti.ne.jp  

入会：１９６９／１０／８ 生年月日：１９４５／１／１  血液型 AB 

備考：２００９／４現役より OB 会 

佐藤 英雄      〒：２３９－０８２３ 

自宅住所：横須賀市浦賀丘１－１４－１ 

自宅℡：０４６－８４３－０３７９ 携帯℡：090-2731-9556 

勤務先：㈲GⅡテクノ（自営） 勤務先 FAX：０４６－８４３－６２３１ 

E メール：g2-satou@nifty.com    緊急連絡先：自宅    血液型：O 

入会：１９６９／１０／３０ 生年月日：１９４９／１１／２３ 

備考： 



田辺 茂       〒：７０８－０８２３ 

赴任宅住所：岡山県津山市弥生町６４－１－A―１０３ 

赴任宅℡：０４６８－２３－７９０６ 携帯℡：070-5540-8337 

携帯メール：     勤務先：国立津山高等専門学校 電気工学科 

E メール：Mail:tanabe@tsuyama-ct.ac.jp    緊急連絡先：赴任宅 

入会：１９７３／９／２０ 生年月日：１９５１／８／１４ 血液型：O 

備考：（自宅）〒：194-0022 東京都日野市西平山１－１７－４６ 

佐藤 公俊      〒：４６２－００２９ 

赴任宅住所：名古屋市北区名城２－２３－５１２ 

赴任宅℡：・・ 携帯℡：０９０－４８４５－０１６２ 

携帯メール：     勤務先：法務省名古屋入国管理局 

E メール：cyn00110@nfty.com     緊急連絡先：自宅 

入会：１９７５／４／２０ 生年月日：１９５４／３／２６ 血液型：A 

備考：２００９／４現役より OB 会   （自宅）町田市森野 5-18-5-503 

福島 正明      〒：２４２－００２９ 

自宅住所：神奈川県大和市上草柳２－６－５ 

自宅℡：０４６－２６３－１４４９    携帯℡： 

勤務先：㈱CRC ファシリティーズ 勤務先℡：045-945-1714(FAX 兼用) 

E メール：gguk9vrd@silk.ocn.ne.jp  緊急連絡先：自宅 

入会：１９７５／１１／２５生年月日：１９５０／１０／１８血液型：B 

備考： 

渡部 勲      〒：９６５－００２４ 

自宅住所：福島県会津若松市白虎町１１６－１９ 

自宅℡：０２４２－２４－１２３７ 携帯℡：090-2275-5657 

携帯メール：i.watanabe6259.@docomo.ne.jp 緊急連絡先：自宅 

勤務先：ルービィ工業㈱ 勤務先℡：0242-56-4848 

入会：１０８０／４／１０ 生年月日：１９５４／１２／５ 血液型：A 

備考：Eメール：gza625963@yahoo.co.jp 



吉田 憲彦      〒：２４２－００１３ 

自宅住所：神奈川県大和市深見台４－２―５ 

自宅℡：０４６－２６１－７３０２    携帯℡：・・ 

緊急連絡先：自宅 勤務先：・・勤務先℡：・・FAX：・・Eメール：・・ 

入会：２００９／４／総会 生年月日：１９３９／２／３  血液型：A 

備考：元会員２００９／４ OB 会復帰 

ベルニナ山岳会・名簿 

会友 

今村 裕隆      〒：７４５－０８５１ 

自宅住所：山口県周南市大字徳山５６６１－５ 

ロワール周南１－２０１ 

自宅℡：・・携帯℡：０９０－７９９８－３００３  緊急連絡先：自宅 

携帯メール：araara-imamurasaki25@docomo.ne.jp 

備考：元会員 

恵野木 康雄     自宅住所：19/1-2,8B Wang-Dec Bidg 

Vipavadee-Rangsit Rd,Khwang Jopol,Khet Jatujak,Bangkok 10900 

自宅℡：０２－２７２－１９８３ 自宅 FAX：０２－２７２－１９８４ 

携帯℡：０８－４４６４－０２２７ 

勤務先：Techone Engineering Co.Ltd 

E メール:enoki@tech-one.jp 

入会：１９６９／１０／８ 生年月日：１９５０／２／１８ 血液型：A 

備考：海外永住のため ２００９／２より会友 

 



ベルニナ山岳会・会員名簿 

家族会員 

内田 喜代子     〒：２４０－００１３ 

自宅住所：横浜市保土ヶ谷区帷子町１－３８ 

自宅℡：０４５－３３１－２０５１（FAX 兼用） 

携帯℡：０９０－１８５１－６７１３ 

携帯メール：hodogaya-uthida@ezweb.ne,jp 

備考：創立会員 故内田一郎氏 夫人 

鈴木 孝       〒：２４１－００２２ 

自宅住所：横浜市旭区鶴ヶ峰１－５１－３ 

自宅℡：０４５－３７３－６７７６ 

携帯℡：０９０－４２４３－１６６３ 

E メール：Kouwa63@mx7.ttcn.ne.jp 

備考：故鈴木 俊明氏（１９７２／１１／２７槍沢にて没）の実兄 

内田 光子      〒：２５９－１３３１ 

自宅住所：神奈川県秦野市堀西９５０－１ 

自宅℡：０４６３－８７－６３７２ 

携帯℡：０９０－２７４８－６３７７ 

備考：故内田 慶治氏（内田良平実兄）夫人 

北沢 登美子     〒：２０３－００５４ 

自宅住所：東京都東久留米市中央町３－１８－２５ 

自宅℡：０４２４－７５－６１７３ 

備考：故北沢 和久氏（１９７２／１１／２７槍沢にて没）の実母 

菅沼 清志      〒：２３５－００１２ 

自宅住所：横浜市磯子区滝頭２－４－８ 

自宅℡：０４５－７５３－３７６０ 

携帯℡：０９０－８４８７－３６３６ 

備考：創立会員 故菅沼 清氏の子息 



沢村 萌子      〒：２４３－０４２１ 

自宅住所：神奈川県海老名市さつき町１－６－４０４ 

自宅℡：０４２４－７５－６１７３ 

携帯℡：０９０－８４３０－６８４４ 

備考：創立会員 故沢村 幸蔵氏 夫人 

上田 不二男     〒：２４１－００１１ 

自宅住所：横浜市旭区川島町２９３０ 

自宅℡：０４５－３８１－３１２４ 

備考：創立会員 故上田 明氏 実弟                

中田 知江子     〒：４５４－０９８３ 

自宅住所：名古屋市中川区東春田２－５２ 

自宅℡：０５２－３０３－１５８３ 

備考：会員 故中田 竹夫氏 夫人 

増田 春江・増田 三代子 〒：２２０－００６１ 

自宅住所：横浜市西区久保町８－５ 

自宅℡：０４５－２３１－４３９５ 

備考：創立会員 故増田 進氏 夫人・実妹 



ベルニナ山岳会・会員名簿 

友好山岳会関係者 

寺田 甲子男      〒：１４１－００２１ 

自宅住所：東京都品川区上大崎２－２４－１８ 

ストークマンション６０１ 

自宅℡：０３－３４９０－２９２９ 

備考：東京緑山岳会会長 高度登山家集団（OYG）元締め 

曽山 正道       〒：１７８－００６４ 

自宅住所：東京都練馬区南大泉２－２－２８ 

第一シャトー光栄３０５ 

自宅℡：０３－３９７８－８３７２ 

備考：東京緑山岳会 代表  高度登山家集団（OYG）会員 

古川 純一       〒：２４４－０８１７ 

自宅住所：横浜市戸塚区吉田町１０６－１２ 

自宅℡：０４５－８８１－９１７０ 

備考：JCC 創立者 高度登山家集団（OYG）会員 

石川 誠        〒：２３８－００１２ 

自宅住所：横須賀市安浦２－３３－１ ザ・タワーハウス１８１７ 

自宅℡：０４６－８２５－２３５０ 

備考：横須賀山岳会代表    高度登山家集団（OYG）会員 

会事務所：http//www.moon.sphere.jp/yac-index.htm 
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