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新年にあたって 稲 野 和 利 第１号 ２頁

協会創立50周年を迎えて 稲　野　和　利 第10号 ２頁

創立50周年記念特集 浅　野　幸　弘 第10号 ４頁

＊＊特　　　　　集＊＊

日本経済と株式市場

解題 河　田　　　剛 第１号 ４頁

（座談会）
日本経済と株式市場 菊　地　正　俊、河　野　龍太郎、松　島　憲　之、川　北　英　隆 第１号 ７頁

（論文）
純投資の条件整う日本の株式市場 井　手　正　介 第１号 30頁

日本株式市場活性化の条件 キャシー松　井 第１号 42頁

＜第26回日本証券アナリスト大会より＞

（パネル・ディスカッション）
よみがえれ日本～大震災を乗り越えて～ 碓　井　　　稔、大八木　成　男、新　浪　剛　史

藤　森　義　明、北　野　　　一 第１号 52頁

ソブリン危機と債券市場再考

解題 徳　島　勝　幸 第２号 ２頁

米国国債が格下げされて金利が下がるのはなぜ 高　田　　　創 第２号 ６頁

ソブリン危機への政策的な対応
―ユーロ圏のケース― 田　中　素　香 第２号 17頁

ソブリンCDSとクレジットイベント判定問題
―CDS市場と欧州危機の関係を整理する― 中　空　麻　奈 第２号 28頁

ソブリンリスクと金融機関
―財政と銀行経営の相互依存と不確定要因― 野　﨑　浩　成 第２号 38頁

オルタナティブ投資―コモディティ投資を中心に―

解題 青　砥　政　孝 第３号 ２頁

コモディティ市場の概観
―価格変動の特徴とモデル― 諸　田　崇　義 第３号 ６頁

コモディティ投資戦略の概観
―特性・機能と留意点― 岩　永　泰　典 第３号 14頁

投資対象としての金 津　金　眞理子 第３号 23頁
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―日本版FITを活用した太陽光発電ファンドを題材に― ⻆　井　浩　司 第３号 32頁

動的資産配分

解題 明　田　雅　昭 第４号 ２頁

トータルリスクに基づく動的資産配分戦略 菅　原　周　一、片　岡　　　淳 第４号 ６頁

持続可能性を重視した年金運用を目指して
―リスク制御型動的資産配分の可能性― 伊　藤　敬　介、植　松　俊一郎、小　田　明　弘 第４号 18頁

柔軟なサンプルモデルを使った動的資産配分戦略 Thomas Chevrier、André Allan Méthot 第４号 29頁
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豊かな社会のコーポレートガバナンス 広　田　真　一 第５号 28頁

内部統制監査のコストと効果
―監査の質の解明に向けたニューアプローチ― 矢　澤　憲　一 第５号 39頁
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株式集中投資

解題 太　田　浩　司 第６号 ２頁

（座談会）
株式集中投資 大　藤　康　博、近　藤　英　男、伊　井　哲　朗、菅　原　周　一 第６号 ６頁

（論文）
日本株式の集中投資の現状と課題
―原点回帰した株式の運用スタイル― 堀　江　貞　之 第６号 28頁

平均的な日本株式は投資対象となり得るか 川　北　英　隆 第６号 43頁

日本の資産運用事業の今後のあり方と発展戦略―第３回SAAJ国際セミナーより―

解題 浅　野　幸　弘 第７号 ２頁

（講義録）
今後の資産運用のあり方とアナリストが果たすべき役割 稲　野　和　利 第７号 ４頁

リテールの次世代戦略
―個人投資家への新たな投資提案― Timothy Ryan 第７号 17頁

（パネルディスカッション）
MPT提唱60年の現時点での評価と今後のファイナンス理論の展望
 竹　原　　　均、高　山　俊　彦、谷　家　　　衛、新　井　富　雄 第７号 27頁

日本の投資信託の課題

解題 首　藤　　　惠 第８号 ２頁

投資信託60年：飛躍のために過去に学ぶこと 丸　　　淳　子 第８号 ６頁

日本の投資信託市場の動向と課題
―これまでの設定状況の分析から― 藤　原　崇　幸、呂　　　　　潔 第８号 17頁

わが国の投信市場における投資の現状と課題
―行動ファイナンス的な視点からの考察― 俊　野　雅　司 第８号 27頁

日本株アクティブ・ファンドのパフォーマンス：分散化と規模の経済
 駒　井　隼　人、岡　　　修　平 第８号 38頁

市場流動性について

解題 大　橋　和　彦 第９号 ２頁

株式取引の市場間競争
―上場株取引の市場分散と価格形成― 宇　野　　　淳 第９号 ６頁

アローヘッド導入による株式市場の流動性と取引コストの変化
―機関投資家の視点からの分析― 新　井　亮　一 第９号 17頁

日本株リターンにおける取引流動性の影響 ロジャー G. イボットソン 第９号 25頁

社債の市場流動性とプライシング
―複数の流動性指標を用いたダイナミック・パネル推定からの含意― 宮　川　大　介 第９号 33頁

日本国債市場の流動性構造と執行コスト
―電子取引プラットフォームにおける引き合いデータの分析と考察― 角　間　和　男 第９号 42頁

50周年記念サーベイ論文Ⅰ
『摩擦』とファイナンス
─ファイナンスのパラダイムシフト予見─ 小　林　孝　雄 第10号 ６頁

資産運用の定説（DOGMA） Robert D. Arnott 第10号 27頁
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流動性と市場構造の変貌：マーケット・マイクロストラクチャーの視点から 宇　野　　　淳 第12号 ４頁
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21世紀の行動ファイナンス理論の発展と未来：
リーマンショックと行動ファイナンス理論 小　幡　　　績 第12号 30頁

第27回創立50周年記念日本証券アナリスト大会

「日本企業の新たな成長に向けて―IR、アナリストの役割―」

開会の辞 稲　野　和　利 第11号 50頁

ASIF会長挨拶 萩　原　清　人 第11号 54頁
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アジア経済の短期的な予測と中期的な課題 Changyong Rhee 第12号 46頁
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～過去、現在、そして未来～ Aftab Seth 第12号 61頁

創立50周年記念懸賞論文表彰 新　井　富　雄 第12号 68頁

第27回創立50周年記念日本証券アナリスト大会を終えて 住　田　直　伸 第12号 72頁

＊＊特　別　寄　稿＊＊

AIJ問題とガバナンス 浅　野　幸　弘 第６号 53頁

＊＊特 別 座 談 会＊＊

AIJ問題と資産運用業界 臼　杵　政　治、古宇田　義　規、山　田　洋　暉、大　崎　貞　和 第８号 47頁

＊＊展　　　　　望＊＊

日本経済の半世紀と今後の展望
―変革期におけるアナリストのチャレンジ― 青　砥　政　孝 第１号 66頁

投資におけるタイムホライズンを考える 徳　島　勝　幸 第２号 48頁

人口動態と株式市場 河　田　　　剛 第３号 44頁

人的資本と資本構成 佐々木　隆　文 第４号 49頁

大王製紙とオリンパスのコーポレートガバナンス：同業他社との比較 太　田　浩　司 第５号 49頁

日本株式市場のリスクプレミアム 菅　原　周　一 第６号 63頁

日本の不動産市場／ REIT活性化に向けた課題 北　平　　　至 第７号 42頁

揺れ動く財務報告制度（その２） 野　村　嘉　浩 第８号 59頁

CSR研究の新たなステージ
―ビジネス・モデルと資本コスト 首　藤　　　惠 第９号 54頁

＊＊経済・産業分析シリーズ＊＊

日本の銀行業の課題と展望
―日米比較を中心として― 鹿　野　嘉　昭 第１号 72頁

成長戦略を考える視点
―求められる内需主導の経済成長― 櫨　　　浩　一 第２号 53頁

金融危機後のアジア新興市場
―西洋のダイナミズムと東洋のプルーデンスの融合― 吉　國　眞　一 第３号 48頁

円高を生かし投資立国へ
―円高と欧米債務危機の今、GDPではなくGNIを増やせ― 永　濱　利　廣 第４号 54頁
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「ソブリン格付け」の視点
―格付会社が見る日本経済― 関　口　健　爾 第５号 55頁

社会保障・税一体改革の課題と政府・与党案の評価 西　沢　和　彦 第６号 70頁

事業化の視点から見たiPSテクノロジー 村　山　昇　作 第７号 47頁

躍動するインドネシア経済
―その可能性を探る― 松　井　和　久 第８号 64頁

欧州債務危機の深刻化とユーロの行方 田　中　　　理 第９号 61頁

日本経済・産業再生への道
―市場とアナリストの役割― 海　津　政　信 第10号 77頁

「安定供給のために望ましい電力システム」いま、何を議論すべきなのか？
―エネルギー政策と温暖化政策の再検討― 澤　　　昭　裕 第11号 73頁

GIPS基準の基礎と準拠の意義
―GIPS特別セミナーから― 桒　原　　　洋、竹　崎　竜　二 第12号 74頁

＊＊視　　　　　点＊＊

証券アナリストの意見発信に期待する 藤　沼　亜　起 第１号 83頁

最後の貸し手としての中央銀行の出番はどこまでか 須　田　美矢子 第２号 61頁

インタンジブル・アセットと企業価値の向上 泉　谷　直　木 第３号 57頁

投資なくして成長なし
～日本経済再生のために期待される資産運用業の役割 谷　家　　　衛 第４号 62頁

コーポレートガバナンスとディスクロージャー 鹿　毛　雄　二 第５号 64頁

中央銀行の新たな役割
～日銀はFRBの成功に学べ～ 武　者　陵　司 第６号 83頁

中国経済発展の要因考 菅　野　真一郎 第７号 59頁

“正義”とは？ 小　泉　年　永 第８号 74頁

欧州債務危機と民主主義 佐　藤　隆　文 第９号 72頁

金融の信頼回復の鍵
―金融機関相互の監視の重要性 稲　葉　延　雄 第10号 88頁

監査実務と企業不正 山　崎　彰　三 第11号 85頁

証券分析の方向が変わっていく 澤　上　篤　人 第12号 86頁

＊＊論　　　　　文＊＊

財務諸表修正再表示の株価への影響に関する実証分析
―誤謬と不正の代償― 廣　瀬　勇　秀 第１号 88頁

相対順位によるパフォーマンス評価 四　方　健　彦 第５号 68頁

証券アナリストによる株式レーティング情報と株価パフォーマンス
―投資家はレーティング情報を用いてαを出せるか？― 岡　田　克　彦、中　島　裕　元 第６号 87頁

税効果会計アノマリー
―法人税等調整額と株式リターン予測― 後　藤　晋　吾、柳　瀬　典　由、奥　田　真　也 第９号 76頁

日本株式市場における短期固有ボラティリティ効果 廣　崎　俊　之 第11号 89頁

日本国債のビッド・アスク・スプレッド
―続・電子取引プラットフォームにおける引き合いデータの分析と考察― 角　間　和　男 第11号101頁

年金負債を考慮した長期投資の資産配分 角　谷　大　輔、矢　野　　　学 第12号 90頁
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＊＊50周年記念特別座談会＊＊

証券アナリストの昨日、今日、明日
―高まる情報介在者としての社会的役割―
 青　山　浩一郎、大　堀　龍　介、吉　田　憲一郎、北　川　哲　雄 第10号 58頁

＊＊50周年記念インタビュー＊＊

（第１回）三國陽夫氏に聞く 第４号 66頁

（第２回）太田八十雄氏に聞く 第５号 79頁

（第３回）若林秀樹氏に聞く 第６号 98頁

（第４回）松島憲之氏に聞く 第７号 63頁

（第５回）明田雅昭氏に聞く 第８号 78頁

（第６回）武者陵司氏に聞く 第９号 87頁

（最終回）第７代会長　北村一男氏／第10代会長　加藤精一氏／
　　　 　第11代会長　金子昌資氏／第12代会長　鈴木行生氏 第10号 73頁

＊＊写真・資料でみる協会50年の歩み＊＊

（第１回）協会創立から公益社団法人へ 第１号 表紙裏

（第２回）証券アナリストジャーナルの創刊 第２号 表紙裏

（第３回）通信教育講座開始、検定会員誕生 第３号 表紙裏

（第４回）アジア証券アナリスト協議会の発足から現在まで 第４号 表紙裏

（第５回）証券アナリスト大会を開催 第５号 表紙裏

（第６回）日米共同セミナーから国際セミナーへ 第６号 表紙裏

（第７回）ディスクロージャー優良企業表彰 第７号 表紙裏

（第８回）「投資パフォーマンス基準」の制定 第８号 表紙裏

（第９回）CIIA（国際公認投資アナリスト）資格制度創設 第９号 表紙裏

（第10回）対面（スクーリング）方式の講座を開設・拡充 第10号 表紙裏

（第11回）プライベートバンキング（PB）セミナーを開始 第11号 表紙裏

（最終回）地区交流会の発足、大学との連携 第12号 表紙裏

＊＊証券アナリスト読書室＊＊

「日本の企業統治―その再設計と競争力の回復に向けて」 宮島英昭編著 北　川　哲　雄 第１号102頁

「チャレンジする年金運用―企業年金の未来に向けて―」
 企業年金連絡協議会／資産運用研究会編 青　砥　政　孝 第１号105頁

「日本経済が何をやってもダメな本当の理由」 櫨　浩一著 高　田　　　創 第１号108頁

「ベンチャーキャピタルによる新産業創造」 忽那憲治著 北　平　　　至 第１号111頁

「企業年金再生―老齢大国を襲う危機の構図と生き残りの方策」 永森秀和著 徳　島　勝　幸 第２号 65頁

「金融危機の本質―英米当局者７人の診断」 石田晋也著 沼　波　　　正 第３号 61頁

「マーケットのブラック・スワン―その予測と意思決定の方法」
 ケネス・A・ポズナー著　鈴木立哉訳 大　本　　　隆 第３号 64頁

〔１〕「企業年金マネジメント」 宮田信一郎著
〔２〕「年金運用管理心得帖」 中澤祥吉著 小　倉　浩　一 第４号 71頁

「消費金融論研究」 川波洋一／前田真一郎編著 北　川　哲　雄 第４号 74頁

「証券化―新たな使命とリスクの検証―」
 川北英隆編著　桑木小恵子／渋谷陽一郎／高橋智彦著 江　川　由紀雄 第５号 84頁

「コーポレートファイナンス入門編（第２版）」
 ジョナサン・バーク／ピーター・ディマーゾ著

久保田敬一／芹田敏夫／竹原　均／徳永俊史訳 菅　原　周　一 第５号 87頁
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〔１〕「日本経済　市場が問う成長戦略」 山川哲史著
〔２〕「何が日本企業の成長を阻んでいるのか
　　　―ガバナンスが支える資本コスト経営―」 山本　績著 北　平　　　至 第６号103頁

「あすにかける―中央銀行の栄光と苦悩」
 ハワード・デイビス／デイビッド・グリーン著　井上哲也訳 沼　波　　　正 第６号105頁

「長生きリスクと年金運用」 浅野幸弘／住友信託銀行年金研究センター編 後　藤　　　浩 第７号 68頁

「日本の投資運用業の生成、発展と課題」 三好秀和著 北　川　哲　雄 第７号 71頁

「統合リスクマネジメント」
 ニール・A・ドハーティ著　森平爽一郎／米山高生監訳 川　北　英　隆 第７号 74頁

〔１〕「IFRS公正価値情報の測定と監査
　　　―見積り・予測・リスク情報拡大への対応―」 越智信仁著

〔２〕「金融危機と会計規制―公正価値測定の誤謬―」 大日方隆編著 野　村　嘉　浩 第８号 83頁

「統合財務報告制度の形成」 古庄　修著 北　川　哲　雄 第８号 86頁

「グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業
―あの中堅企業はなぜ成功しているのか―」
 ハーマン・サイモン著　上田隆穂監訳　渡部典子訳 新　井　和　宏 第８号 88頁

「家計・企業の金融行動と日本経済
―ミクロの構造変化とマクロへの波及―」 祝迫得夫著 神　山　直　樹 第９号 92頁

「なぜ、日本企業は「グローバル化」でつまずくのか
―世界の先進企業に学ぶリーダー育成法」
 ドミニク・テュルパン／高津尚志著 沼　波　　　正 第９号 95頁

「金融動乱　金融庁長官の独白」 五味廣文著 小　出　晃　三 第10号 91頁

「最近の粉飾―その実態と発見法（第４版）」 井端和男著 北　川　哲　雄 第10号 94頁

「株主主権を超えて―ステークホルダー型企業の理論と実証」 広田真一著 江　口　高　顯 第11号114頁

「企業会計研究のダイナミズム」 伊藤邦雄編著 野　村　嘉　浩 第11号117頁

「会計基準研究の原点」 大日方隆編著 北　川　哲　雄 第12号103頁

「金融機能と金融規制―プルーデンシャル規制の誕生と変化」 天谷知子著 沼　波　　　正 第12号106頁

＊＊新　刊　紹　介＊＊

新　刊　紹　介 第１号113頁

新　刊　紹　介 第２号 68頁

新　刊　紹　介 第３号 67頁

新　刊　紹　介 第４号 77頁

新　刊　紹　介 第５号 89頁

新　刊　紹　介 第６号107頁

新　刊　紹　介 第７号 76頁

新　刊　紹　介 第８号 90頁

新　刊　紹　介 第９号 98頁

新　刊　紹　介 第10号 97頁

新　刊　紹　介 第11号120頁

新　刊　紹　介 第12号109頁

＊＊2011年度証券アナリストジャーナル賞＊＊

2011年度証券アナリストジャーナル賞 第６号109頁

＊＊協 会 だ よ り＊＊

お知らせ

会費等の支払いにクレジットカードがご利用いただけます 第１号115頁

平成24年主要行事予定 第１号115頁
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2012年証券アナリスト（CMA）試験およびCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の日程が決まりま
した 第１号115頁

「ポートフォリオ理論初級講座」と「デリバティブ初級講座」の申し込みを受け付けています 第１号115頁

CIIA試験スクーリングDVDを販売しております 第１号117頁

名古屋地区の「証券アナリストの数量分析入門教室：集中講座」、大阪地区の「ポートフォリオ理論
初級講座」と「デリバティブ初級講座」の申し込みを受け付けています 第２号 69頁

東証兜倶楽部記者と当協会役員との交流会を開催しました 第２号 70頁

当協会の分室である兜町平和ビル７階事務室・会議室は、１月30日（月）に同ビル１階へ移転しま
した 第２号 70頁

大阪地区の「ポートフォリオ理論初級講座」と「デリバティブ初級講座」の申し込みを受け付けています 第３号 69頁

当協会分室の移転を終了し、１月30日（月）より業務を開始しています 第３号 69頁

2012年度第１次レベル通信講座の申し込みを受け付けます 第４号 78頁

年会費のクレジットカード支払をご利用ください 第４号 78頁

第474回理事会を開催しました 第５号 92頁

2012年度第１次レベル通信講座の申し込みを開始しました 第５号 93頁

第475回理事会を開催しました 第７号 77頁

第40回定時総会を開催しました 第７号 77頁

「ポートフォリオ理論初級講座」と「デリバティブ初級講座」の申し込みを受け付けています 第７号 78頁

名証IRエキスポ2012が開催されます 第７号 78頁

代議員の改選を行います 第８号 91頁

会員の会費滞納に基づく資格喪失についての公示 第９号 99頁

新代議員の決定について 第10号103頁

第476回理事会を開催しました 第11号122頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングを開催します 第11号123頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）試験のスクーリングを開催します 第12号111頁

「公益社団法人 日本証券アナリスト協会50年史」を刊行しました 第12号111頁

当協会編「証券分析・投資運用 用語辞典」を刊行しました 第12号112頁

委員会・研究会活動状況

ディスクロージャー優良企業選定要領を決定しました 第３号 70頁

平成24年度のディスクロージャー優良企業等を決定しました（ディスクロージャー研究会） 第11号123頁

証券アナリストジャーナル編集委員会全体会議を開催しました 第12号112頁

トピックス

東日本大震災被災者支援のための義援金を拠出しました 第１号117頁

2011年９月CIIA試験の結果を公表しました 第１号117頁

IASBの「アジェンダ協議2011」について意見書を提出しました 第１号117頁

札幌で講演会、懇親パーティーを開催しました 第１号118頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第１号118頁

名古屋で講演会、懇親パーティーを開催しました 第２号 70頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第２号 71頁

「会社法制の見直しに関する中間試案」について意見書を提出しました 第３号 71頁

改訂公開草案「顧客との契約から生じる収益」について意見書を提出しました 第３号 71頁

関西地区講演会・懇親パーティーを開催しました 第３号 71頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第３号 71頁

CIIA®（国際公認投資アナリスト）2012年３月試験を実施しました 第４号 79頁
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英国CISIが国際公認投資アナリスト協会（ACIIA）に加盟しました 第４号 79頁

第３回SAAJ国際セミナー「日本の資産運用事業の今後のあり方と発展戦略―各分野のトップ・専門
家による新たな戦略の提唱―」を開催しました 第４号 79頁

改訂公開草案「顧客との契約から生じる収益」について意見書を提出しました 第４号 80頁

関西地区交流会が設立されました 第４号 80頁

福岡で講演会、懇親パーティーを開催しました 第４号 80頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第４号 81頁

GIPSセミナーシリーズ第８回を開催しました 第５号 93頁

震災義援金に関するご報告とお礼 第５号 93頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第５号 93頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第５号 94頁

2012年証券アナリスト第１次レベル春試験を実施しました 第６号117頁

「中国地区交流会」の設立にご協力ください 第６号117頁

「地区交流会」活動状況について 第６号118頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第６号118頁

2012年証券アナリスト第１次レベル春試験結果を公表しました 第７号 78頁

2012年証券アナリスト第２次レベル試験を実施しました 第７号 78頁

2012年３月のCIIA®（国際公認投資アナリスト）試験結果を公表しました 第７号 79頁

公開草案「包括利益の表示に関する会計基準（案）」について意見書を提出しました 第７号 79頁

「地区交流会」活動状況について 第７号 79頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第７号 79頁

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・年次総会がマドリードで開催されました 第８号 91頁

CIIA資格が英国FSAによりリテール・アドバイザー資格試験の一部免除対象として認定されました 第８号 92頁

第12回夏期SAAJセミナーを開催（７月４日） 第８号 92頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第８号 92頁

2012年証券アナリスト第２次レベル試験結果を公表しました 第９号 99頁

ベトナムからのインターン受け入れ 第９号100頁

「地区交流会」の活動状況について 第９号101頁

講演会要旨を協会ホームページ等に掲載しました 第９号101頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第９号103頁

第６回プライベート・バンキングセミナーの模様 第10号103頁

ベトナムからのインターン受け入れ 第10号104頁

「地区交流会」の活動状況について 第10号105頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第10号105頁

検定会員（CMA）が２万５千人を超えました 第11号124頁

2012年９月CIIA®（国際公認投資アナリスト）試験を実施しました 第11号124頁

2012年証券アナリスト第１次レベル秋試験を実施しました 第11号124頁

「監査報告書の改善」について意見書を提出しました 第11号124頁

第13回SAAJ－日本ファイナンス学会共同セミナーを開催しました 第11号124頁

「地区交流会」活動状況について 第11号125頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第11号125頁

「プライベートバンキング（PB）教育プログラム」を公表し、金融機関への説明会を実施しました 第12号112頁

2012年証券アナリスト第１次レベル秋試験の結果を公表しました 第12号113頁

ASIF（アジア証券・投資アナリスト連合会）年次総会、理事会、“ACIIA/CIIA Asia Forum”の開催 第12号113頁

GIPSセミナーシリーズ第９回を開催しました 第12号114頁

「地区交流会」活動状況について 第12号114頁
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金沢で講演会・懇親パーティーを開催（10月19日） 第12号114頁

特別シンポジウム（青山学院大学大学院国際マネジメント研究科と共催）を開催しました 第12号115頁

講演会要旨を協会ホームページに掲載しました 第12号115頁

講演会動画を協会ホームページに掲載しました 第12号116頁

役員・顧問・委員・会員の異動

委員の異動 第１号119頁

会員の異動 第１号119頁

委員の異動 第２号 71頁

会員の異動 第２号 71頁

委員の異動 第３号 72頁

会員の異動 第３号 72頁

委員の異動 第４号 81頁

会員の異動 第４号 81頁

顧問の異動 第５号 94頁

委員の異動 第５号 95頁

会員の異動 第５号 96頁

委員の異動 第６号119頁

会員の異動 第６号119頁

委員の異動 第７号 80頁

会員の異動 第７号 81頁

顧問の異動 第８号 93頁

会員の異動 第８号 93頁

顧問の異動 第９号103頁

会員の異動 第９号103頁

委員の異動 第10号106頁

会員の異動 第10号106頁

委員の異動 第11号126頁

会員の異動 第11号133頁

委員の異動 第12号116頁

会員の異動 第12号117頁

訃報 第４号 82頁


