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岬ほか…………
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北乃まこと・坪井 睦彦・杉本 文夫・渡部 ハル・新城 研雄ほか……………
小林 信也選
大江 美典・川述 陽子・本田
葵・神山 倶生・山口 淳子ほか……………
梶原さい子選
中野 功一・赤井 稚加・朝野 陽々・かみくらめぐみ・加藤 𣳾代ほか……
 …
なみの亜子選
＊
t o r o n・岡部かずみ・佐藤 裕扇・清水久美子・真栄城玄太ほか……………
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裕ほか…………
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季節をめくる………………………………………………………………白井 陽子…
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誌面時評……………………………………………………………………………中田 明子…
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（60年）石本 照子
（30年）高橋あや子・冨樫榮太郎・村松 建彦
（20年）梶野 敬二・青木 朋子・豊島ゆきこ・渡辺のぞみ・天野 和子
髙畑かづ子・中山 惠子・八鍬 友広・関口健一郎・歌川
功
岡山あずみ・𠮷川 敬子・岡本
潤
（10年）竹井佐知子・田巻 幸生・平田 瑞子・石丸よしえ・川上まなみ
松尾 桂子・阿蘇 礼子・戸田 明美・古屋 冴子・石田 俊子
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寺田 裕子・鈴木 晴香・田宮 智美・永田
玲・祐德美惠子
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