
中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

間十次郎光興

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

間喜兵衛光延

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

萱野三平重実

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

茅野和助常成

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

貝賀弥左衛門友信

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

岡野金右衛門包秀

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

岡島八十右衛門常樹

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

横川勘平宗利

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

奥田貞右衛門行高

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

奥田孫太夫重盛



中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

勝田新左衛門武堯

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

寺坂吉右衛門信行

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

三村次郎左衛門包常

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

原惣右衛門元辰

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

近松勘六行重

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

吉田忠左衛門兼亮

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

吉田沢右衛門兼定

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

間瀬孫九郎正辰

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

間瀬久太夫正明

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

間新六光風



中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

倉橋伝助武幸

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

前原伊助宗房

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

浅野内匠頭長矩

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

千馬三郎兵衛光忠

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

赤埴源蔵重賢

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

菅谷半之丞政利

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

杉野十平次次房

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

神崎与五郎則休

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

小野寺十内秀和

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

小野寺幸右衛門秀富



中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

不破数右衛門正種

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

潮田又之丞高教

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

中村勘助正辰

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

大石内蔵助良雄

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

大石瀬左衛門信清

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

大石主税良金

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

大高源吾忠雄

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

村松三太夫高直

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

村松喜兵衛秀直

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

早水藤左衛門満堯



中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

瑤泉院阿久里

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

礒貝十郎左衛門正久

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

矢頭右衛門七教兼

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

矢田五郎右衛門助武

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

木村岡右衛門貞行

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

堀部弥兵衛金丸

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

堀部安兵衛武傭

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

片岡源五右衛門高房

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

武林唯七隆重

中央義士会

松 岡  康 彦専務理事

108-0074 東京都港区高輪2-11-1 泉岳寺講堂
104-0052 東京都中央区月島3-15-9
TEL 03-3534-0666　FAX 03-3531-0364
E-mail:chuogishikai@tokyo.email.ne.jp
192-0364 東京都八王子市南大沢4-24-3-301
090-3137-9027  yasuhikonana@gmail.com

本　部
事務局

自　宅

創立明治41年（1908）

matsuoka yasuhiko

富森助右衛門正因


