
開催日 種　類 卒業年 呼　称 備　　考
平成30年１月２日 ＯＢ会 サッカー部ＯＢ定例会 母校グラウンド
平成30年１月３日 同期会 昭和54年 同期の新年会・懇親会 京成ホテルミラマーレ
平成30年１月６日 同期会 平成28年 成人記念同期会 ホテルプラザ菜の花
平成30年２月24日 OB会 野球部 葛城倶楽部 東天紅
平成30年３月１日 同期会 昭和27年 二七会(最終回) 京葉銀行文化ﾌﾟﾗｻﾞ
平成30年３月17日 OB会 ラグビー部OB会 ホテルプラザ菜の花
平成30年３月17日 同期会 昭和28年 二八会 東天紅
平成30年４月８日 ＯＢ会 弓道部ＯＢ会 川清
平成30年４月22日 地域葛城会 第40回 東金葛城会総会 志津本
平成30年５月25日 同期会 昭和31年 三一会傘寿を祝う会 ホテルポートプラザちば
平成30年５月27日 地域葛城会 第39回 船橋葛城会 船橋グランドホテル
平成30年６月２日 同期会 昭和30年 三十年会総会 京成ホテルミラマーレ
平成30年６月２日 同期会 昭和21・22年 みどり
平成30年６月９日 葛の花会 葛の花会総会 ホテルプラザ菜の花
平成30年６月16日 同期会 昭和29年 福の会 京成ミラマーレホテル
平成30年６月27日 同期会 昭和45年 ホテルポートプラザちば
平成30年７月21日 地域葛城会 第10回 第10回 千葉葛城会総会 ホテルポートプラザちば
平成30年９月１日 ＯＢ会 第３回 葛城水泳会総会 母校プール
平成30年９月29日 同期会 昭和41年 喜寿記念同期会 ホテルポートプラザちば
平成30年10月６日 地域葛城会 第63回 長生茂原葛城会総会 一茂
平成30年10月12日 地域葛城会 第59回 東京葛城会総会 上野精養軒
平成30年10月20日 同期会 昭和36年 ホテルポートプラザちば
平成30年10月20日 同期会 昭和39年定 千葉そごう　美々卯
平成30年10月27日 同期会 昭和47年 （銀座で）同期会 銀座６丁目
平成30年10月28日 同期会 昭和44年
平成30年10月29日 同期会 昭和26年 千葉駅ビル ペリエホール
平成30年11月10日 OB・ＯＧ会 バレー部ＯＢ・ＯＧ会総会 三井ガーデンホテル
平成30年11月10日 同期会 昭和30年 微女の会
平成30年11月11日 同期会 昭和38年
平成30年11月11日 同期会 昭和40年 千葉駅ビル ペリエホール
平成30年11月18日 地域葛城会 第16回 成田葛城会 ひかたや第二支店
平成30年11月18日 同期会 昭和43年 卒後50年古希記念同期会 京成ホテルミラマーレ
平成30年11月19日 同期会 昭和39年 ゴルフコンペ
平成30年11月22日 同期会 昭和39年 紅葉ハイキング
平成30年11月25日 地域葛城会 第17回 佐倉葛城会総会 房州屋
平成30年12月10日 同期会 昭和37年 オークラ千葉ホテル
第３火曜日（除く8・12月） 職域葛城会 葛城建友会 ホテルプラザ菜の花

千葉高同窓会・地域・職域葛城会、ＯＢ会、同期会等の活動報告



予　定

千葉県立千葉高等学校同窓会　地域葛城会・職域会等一覧

支部等の名称 代表者名
（卒年） 連絡先住所・☎・Fax 連絡先 担当役職 氏名

長生茂原葛城会 加 瀬   元
（S36）

〒297-0006 茂原市新小轡936-21 ☎&Fax.0475-23-3951 山 口 光 濟
（S39）

東京葛城会 箕 輪 正 美
（S44）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷4-3-5 緑岡ハウス302 
高樹町法律事務所内  ☎ 03-5468-7228 Fax.03-6700-９48

事務局長 桑野雄一郎
（S60）

東金葛城会 佐久間  邁
（S33）

〒283-0068 東金市東岩崎16-15 幹　事 岸 本 雅 邦
（S39）

成田葛城会 松 田 徹 之
（S39）

〒286-0011 成田市玉造5-21-6
e-mail：t.iwsht777@nifty.com

幹　事 岩 下 豊 久
（S42）

船橋葛城会 中 山 泰 正
（S42）

〒273-0005 船橋市本町4-43-2-207 事務局長 常
つ ね か ね

包 滋 也
（S56）

佐倉葛城会 山 田 敏 夫
（S42）

〒285-0034 佐倉市千成1-1-1 事務局長 米
よねはら

原佳理子
（S51）

千葉葛城会 佐 川 信 夫
（S33）

〒260-0001 千葉市中央区都町1-13-16　㈲プリントピア内
　☎ 043-233-9671 Fax043-233-9666

事務局 阿 佐 幸 雄
（S35）

市原養信会 鈴 木 雅 博
（S33）

〒290-0207 市原市海士有木1673 幹　事 土 岐 紘 史
（S35）

木更津葛城会 辻 元 洋 一
（S37）

〒290-0050 市原市更級１丁目７番地８　五井東街づくり
マネジメント㈱内　☎ 0436-21-3051 Fax0436-22-9969

幹　事 三 宅 邦 弘
（S39）

葛城建友会 櫛 部 健 夫
（S44）

e-mail：katsuragi.kenyukai@gmail.com 事務局 神
こ う じ ろ

代 隆 史
（S47）

葛の花会 永 田 忠 以
（S37）

〒290-0062 市原市八幡21９-2　☎ 043-263-4020 事務局 志 賀 吉 郎
（S38）

千葉高若手交流会 東 　 寿 浩
（H12）

〒272-0111 市川市妙典4-6-1-1８
e-mail：yoshihiro.azuma1981@gmail.com

開催予定日 種　別 卒業年 呼　称 備　　考
平成31年１月３日 同期会 昭和54年 同期の新年会・懇親会 京成ホテルミラマーレ
平成31年１月12日 同期会 平成29年 成人記念同期会 ホテルプラザ菜の花
平成31年１月12日 交流会 千葉高若手交流会 TREASURE RIVER book café
平成31年２月23日 同期会 昭和37年定 同期会 京成ホテルミラマーレ
平成31年３月１日 同期会 昭和31年 三一会定例会 ホテルポートプラザちば
平成31年３月16日 ＯＢ会 ラグビー部ＯＢ会 ホテルプラザ菜の花
平成31年４月７日 同期会 昭和28年 二八会 東天紅
平成31年５月11日 同期会 昭和57年 同期会 京成ホテルミラマーレ
平成31年５月13日 同期会 昭和39年 同期会 ゴルフコンペ
平成31年６月01日 同期会 昭和30年 三十年会 京成ホテルミラマーレ
平成31年６月01日 同期会 昭和21・22年 同期会 みどり
平成31年６月２日 地域葛城会 船橋葛城会 第40回船橋葛城会 船橋グランドホテル
平成31年６月８日 葛の花会 葛の花会 平成31年度 総会 ホテルプラザ菜の花
平成31年７月６日 地域葛城会 千葉葛城会 第11回 総会・懇親会 ホテルポートプラザちば
平成31年10月５日 地域葛城会 長生茂原葛城会 第64回 総会 割烹　一茂
平成31年10月11日 地域葛城会 東京葛城会 第60回 総会 上野精養軒
平成31年10月20日 同期会 昭和36年 同期会 ホテルプラザ菜の花
平成31年11月２日 同期会 昭和39年定 同期会 あ．まると
平成31年11月６日 同期会 昭和33年 同期会 千葉駅ビル ペリエホール

第３火曜日（除く8・12月） 職域葛城会 葛城建友会 ホテルプラザ菜の花


