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2017（平成29）年度

千葉県立千葉高等学校同窓会総会

日 時 平成29年2月４日（土）
開 会 午後４時〜
会 場 京成ホテルミラマーレ　

次　　第

 １ 開　会

 ２ 同窓会長挨拶

 ３ 学校長挨拶

 ４ 定時理事会報告

  （１）　平成28年度 事業報告

  （２）　平成28年度 同窓会会計決算

  （３）　平成29年度 事業計画

  （４）　平成29年度 同窓会会計予算

  （５）　同窓会名簿データベースの設置報告

 　

 ５　その他報告

  ① 同窓会報の配布拡大と個別送付

  ② 叙勲・褒章等、逝去（役員・理事）

  ③ 各地域・職域葛城会、ＯＢ会、同期会等の活動

  ④ 平成29年度 定時理事会参加者名簿

  ⑤ 平成29年度総会・懇親会出席者名簿

 ６　閉　会
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議案１

 2016（平成28）年度  同窓会事業報告

 　１月 ９日（土） 第６６回生（平成２６年３月卒）成人記念同期会（プラザ菜の花　１５時～）
　　　　　　　　　　   生徒２７２名、 役員４名、 職員１１名　合計２８７名参加

 　１月２３日（土） 平成２８年度 定時理事会（母校大会議室　１４時～）  出席者９０名

 　１月２８日（木） 昨春卒業同窓会代表生徒と事務局長の打ち合わせ会 （母校大会議室）

 　２月　１日（土） 同窓会報発行（第４５号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　２月１３日（土） 平成２８年度 総会・懇親会（京成ホテルミラマーレ  １６時～）

  参加者３１３名

 　３月１８日（金） 卒業記念品（卒業証書ホルダー）贈呈

 　４月 名簿管理システム整備開始

 　６月　７日（火） 卒業生講演会（１年・総合学習）　
                       　　松木　博氏（昭和４９年卒）
　　　　　　　　　　　　　「学習と教育と研究と」　

 １０月１８日（日） 第６７回生・成人記念同期会打合せ（プラザ菜の花 １６時～）

 １０月２５日（火） 卒業生講演会（２年・総合学習）「先輩に学ぶ」　７名　
                          岡崎　　真 （平成元年卒） 橋本　　剛 （平成元年卒） 
                    　　　　  松永　正弘 （平成元年卒） 中川　篤史 （平成２年卒）
    駒野　雄一 （平成９年卒）　 東　　寿浩 （平成12年卒）
    千葉　園子 （平成19年卒）

　１１月１２日（土） 第６７回生・成人記念同期会案内発送　

　１２月　１日（木） 平成２９年度 定時理事会案内発送

　１２月１４日（水）　 平成２９年度 総会・懇親会案内発送

　１２月１９日（月）   インタ−ンシップ事業協力 （１年希望者対象）
   　   ～２１日（水）

※　中学校総合学習協力　社会人講演会（母校講堂）

　　１月１５日（金） NPO法人　Drops 代表
 　　　　　　　　    西田　直海　氏

 「地域振興と地域貢献」

　　７月　１日（金） 　弁理士　　金子　彩子　氏
  　弁理士　　加藤　晃　氏
  「発明とは何か　− 特許を得るには −」
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議案２

１．収入の部 総額 10,179,431 円
区　　分 予算額 収入額 増　減 備　　　考

繰越金 3,896,390 3,896,390 0
同窓会入会金 1,616,000 1,610,000 -6,000
同窓会費等 0 0 0
寄付金 150,000 601,199 451,199 ＊１
会報寄付金 0 1,071,000 1,071,000 会報個別送付の寄付依頼に166名より
名簿会計より繰り入れ 3,000,000 3,000,000 0
運営維持繰入 3,000 482 -2,518 野村証券MMF分配金
雑収入 736 360 -376 預金利息

計 8,666,126 10,179,431 1,513,305
＊１　昭和21・22年卒から100,000円、昭和49年卒より501,000円、平成２７卒より199円の寄付をいただきました。　

２．支出の部 総額 4,615,485 円

区　　分 予算額 支出額 予算残額 備　　　考
(1) 事業費 4,750,000 3,601,333 1,148,667
卒業記念費 150,000 130,338 19,662 卒業証書ホルダ
会報発行費 300,000 294,530 5,470 同窓会報45号印刷費
会報配布費 0 295,052 -295,052 会報個別配送等
卒業生講演会費 150,000 80,000 70,000 高校総合学習
学校活動振興費 100,000 40,000 60,000 中学校社会人講演会
委員会活動費 50,000 0 50,000
支部援助費 350,000 30,000 320,000 葛の花会通信費援助
成人記念同期会支援費 650,000 571,413 78,587 成人記念同期会
記念事業費 0 0 0
名簿管理システム整備費 3,000,000 2,160,000 840,000 名簿管理システム構築

(2) 運営費 1,460,000 815,996 644,004
会議費 50,000 68,008 -18,008 理事会・常務役員会
印刷費 100,000 45,360 54,640 総会理事会資料等印刷
通信費 500,000 166,404 333,596 総会・理事会案内・電話料
慶弔費 100,000 18,628 81,372 弔電・生花
渉外費 150,000 150,000 0 会長渉外費
事務局関係費 150,000 67,454 82,546 ホームページ維持管理・事務用品
事務局整備費 400,000 296,470 103,530 事務局通信機器・什器等整備
雑費 10,000 3,672 6,328 振込手数料

(3) 母校支援金 0 198,156 -198,156 部活動支援
(4) 予備費 2,456,126 0 2,456,126
支出計 (1)+(2)+(3)+(4) 8,666,126 4,615,485 4,050,641

３．差引残高　(次年度繰越金） 総額 5,563,946 円

４．同窓会基金の部 総額 21,344,867 円
平成27年度末残額 平成28年度末残額 増減 備考

野村証券ＭＭＦ 6,000,000 6,000,000 0 平成28年分分配金482円を同窓会会計に
清水基金 10,093,611 10,095,751 2,140 千葉銀行定期　利息2140円
130周年教育環境整備基金 4,147,904 4,148,284 380 千葉銀行　利息380円
130周年記念名簿会計 4,031,997 1,100,832 -2,931,165 3,000,000円を同窓会会計に繰り出し

計 24,273,512 21,344,867 -2,928,645

以上，報告いたします。　　　　　　平成29年1月13日
　 会計：　　　伊藤　　毅　　　　倉内美登里

監査の結果，適正であったと認めます。　　　　平成29年1月16日
監査：　　山本　康昭　　　　小澤　　晃
　　　　　山田千代子　　　　中嶋　泰鷹

平成28年度　同窓会会計決算報告書
平成28年１月１日 ～ 平成28年12月31日

区分

議案２
2016（平成28）年度　同窓会会計決算書

平成28年１月１日〜平成28年12月31日
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 2017（平成29）年度  同窓会事業計画

　１月　７日（土）　　第６７回生（平成２７年３月卒）成人記念同期会（プラザ菜の花　１５時～）
　　　　　　　　　　　　生徒２７１名、 役員５名、 職員７名　合計２８３名参加

　１月２１日（土） 平成２９年度 定時理事会（母校大会議室　１４時～）　７６名参加

　１月３０日（木） 今春卒業同窓会代表生徒と事務局長の打ち合わせ会 （母校大会議室）

 ２月   １日（土） 同窓会報発行（第４６号）

　２月　４日（土） 平成２９年度 総会・懇親会（京成ホテルミラマーレ　１６時～ )

　３月１７日（金） 卒業記念品（卒業証書ホルダー）贈呈

　４月　　　　 名簿管理システム名簿データ追加（平成２９年卒）並びに検索項目追加構築

　６月　　　　 卒業生講演会（１年・総合学習）　
                       　　 　　（講師：昭和５０年卒の同窓生）
　　　　　　　　　　　　　　
　１０月 第６８回生・成人記念同期会打合せ （プラザ菜の花） 

  卒業生講演会　（２年・総合学習）　「先輩に学ぶ」

　  同窓会報原稿執筆依頼発送　　　
                        　　　 　
　１１月　 第６８回生・成人記念同期会案内発送　

　　　　 平成３０年度 定時理事会案内発送

　１２月 平成３０年度 総会・懇親会案内発送

  インターンシップ事業協力（１年希望者対象）
   　 　
　                               

※　中学校総合学習協力　社会人講演会（母校講堂）

議案３
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議案４

議案４

１．収入の部 総額 8,481,000 　円

予算額 前年度決算額 比較増減 備考
繰越金 5,563,946 3,896,390 1,667,556
同窓会入会金 1,616,000 1,610,000 6,000 在校生から
同窓会費等 0 0 0
寄付金 300,000 601,199 -301,199
会報寄付金 1,000,000 1,071,000 -71,000
名簿会計より繰り入れ 0 3,000,000 -3,000,000
運営維持繰入 500 482 18 MMF分配金
雑収入 554 360 194

計 8,481,000 10,179,431 -1,698,431

２．支出の部 総額 4,810,000 　円

予算額 前年度決算額 比較増減 備  　　　考
(1) 事業費 3,250,000 3,601,333 -351,333
卒業記念費 150,000 130,338 19,662
会報発行費 400,000 294,530 105,470 頁数・部数増
会報配布費 600,000 295,052 304,948 送付数増（1500⇒3000）
卒業生講演会費 150,000 80,000 70,000
学校活動振興費 100,000 40,000 60,000
委員会活動費 50,000 0 50,000
支部援助費 350,000 30,000 320,000 会報・開催案内送付などの支援
成人記念同期会支援金 650,000 571,413 78,587
記念事業費
名簿管理システム整備費 800,000 2,160,000 -1,360,000

(2) 運営費 1,260,000 815,996 444,004
会議費 100,000 68,008 31,992
印刷費 100,000 45,360 54,640
通信費 300,000 166,404 133,596
慶弔費 50,000 18,628 31,372
渉外費 150,000 150,000 0
事務局関係費 150,000 67,454 82,546
事務局整備費 400,000 296,470 103,530     
雑費 10,000 3,672 6,328

(3) 母校支援金 300,000 198,156 101,844
(4) 予備費 3,671,000 5,563,946 -1,892,946 前年度決算は次年度繰越金

計 8,481,000 10,179,431 -1,698,431

平成29年度　同窓会会計予算案
平成29年１月１日 ～ 平成29年12月31日

区分

区　　分

2017（平成29）年度　同窓会会計予算
平成29年１月１日〜平成29年12月31日



− 6 −

議案５ 同窓会名簿データベース設置報告
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５　その他報告

① 同窓会報の配布状況・寄付依頼

② 叙勲・褒章等、逝去（役員・理事）

平成27年44号：4,500部印刷

 在校生等校内利用 1,300
 同窓会総会での配布 400
 新運動場寄付者への報告配布 1,500
 地域・職域葛城会からの依頼で提供 1,000

 　　　　　合　計 4,200

平成28年45号：6,000部印刷

 在校生等校内利用 1,300
　 同窓会総会・次回成人同期会で配布 800
 総会欠席の寄稿者へ送付・次号寄稿依頼 130
 地域・職域葛城会等での配布 1,300
 （市役所・東金・千葉銀・ゐの花・弓道・千葉・長生茂原、
 41卒・S43卒・若手交流会・東京・県庁・佐倉・成田等）
 新運動場寄付され総会欠席者への個別送付	 1,500
	 （40年卒への随意送付200を含む）　　　　

 　　　　　　　合　計 5,030

平成29年46号の配布計画

 在校生等校内利用 1,300
 同窓会総会・次回成人同期会での配布 800
 総会欠席の寄稿者へのお礼送付・次号寄稿依頼 150
 地域・職域葛城会での配布 1,500
 OB会・同期会等での配布ないし個別送付 1,250
 45号個別送付先への送付継続 1,500

 　　　　　合　計 6500

　　　【寄付依頼】
　　　　上記の 1,500 部個別送付に、寄付依頼（1 口千円）と振込用紙を封入したところ
　　　　1 割強の 167 名から 1,073 千円（6 千円超 / 人）の寄付が寄せられました。

※1

※1

 寄付金額 人数 金額小計
100,000 1 100,000
90,000 1 90,000
50,000 1 50,000
30,000 1 30,000
20,000 2 40,000
10,000 42 420,000
5,000 37 185,000
3,000 26 78,000
2,000 24 48,000
1,000 32 32,000

計 167 1,073,000

〈 寄付金額別人数 〉 

叙勲・褒章等（敬称略）
氏名 卒業年 叙勲・褒章等 氏名 卒業年 叙勲・褒章等

鈴木　雅博 昭和33年卒 旭日小綬章 布施　　剛 昭和36年卒 瑞宝小綬章
佐藤　英幸 昭和36年卒 瑞宝小綬章

逝去（役員・理事）（敬称略・卒業年順）
氏　名 卒業年 逝去日 氏　名 卒業年 逝去日

杉田　順三 昭和19年卒 平成28年10月22日 原田　盛昭 昭和35年卒 平成28年５月29日
松崎　一康 昭和20年卒 平成28年４月30日 中沢　光好 昭和42年卒 平成28年４月15日
渡邊　貞亮 昭和32年卒 平成28年12月９日
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開　催　日 行　事　名 開催場所ほか
平成28年01月02日 サッカー部ＯＢ会 「初蹴り会」 千葉高グランド
平成28年01月02日 昭和32年卒同期会 グリーンタワー幕張
平成28年01月03日 昭和54年卒同期会 プラザ菜の花
平成28年01月09日 平成26年卒（第66期生）成人記念同期会 プラザ菜の花
平成28年01月25日 昭和39年卒　グルメ会 生乃弥
平成28年01月31日 昭和54年卒同期会 プラザ菜の花
平成28年02月14日 平成4年卒学年同窓会 プラザ菜の花
平成28年02月16日 千葉市役所葛城会総会 カフェダイニング
平成28年03月20日 ラグビー部ＯＢ会総会 プラザ菜の花
平成28年04月05日 昭和39年卒　グルメ会 オークラアカデミアホテル
平成28年04月09日 昭和28年卒同期会（二八会） 東天紅
平成28年04月10日 昭和34年卒同期会（３４会） プラザ菜の花
平成28年04月24日 第38回東金葛城会総会 割烹　志津本
平成28年04月28日 昭和32年卒同期会 ゴルフコンペ
平成28年06月04日 第50回昭和21・22年卒米寿記念同期会 ほてい家
平成28年06月04日 昭和30年卒同期会 京成ホテルミラマーレ
平成28年06月07日 昭和27年卒同期会（二七会） 京葉銀行文化プラザ
平成28年06月11日 葛の花会総会 プラザ菜の花
平成28年06月12日 昭和20年卒同期会（禄寿会） 海鮮の國　波奈本店
平成28年06月16日 昭和40年（定）卒同期会 白子町　ホテル白洋
平成28年07月13日 千葉銀行葛城会総会 京成ホテルミラマーレ
平成28年07月17日 千葉大学医学部 「ゐのはな一杯会」総会 京成ホテルミラマーレ
平成28年07月17日 弓道部ＯＢ会 「弓道部誕生50周年記念行事」 千葉高弓道場
平成28年07月18日 第８回千葉葛城会総会 京葉銀行文化プラザ
平成28年08月27日 昭和41年卒同期会（葛城41の会） ポートプラザ千葉
平成28年09月03日 葛城水泳会（水泳部ＯＢＯＧ会）総会 千葉高プール
平成28年10月01日 長生茂原葛城会総会 一 茂
平成28年10月10日 昭和32年（定）卒（さんにい会）同期会 三井ガーデンホテル
平成28年10月21日 昭和26年卒同期会 京葉銀行文化プラザ
平成28年10月22日 第６回千葉高若手交流会 有楽町
平成28年10月22日 昭和39年（定）卒同期会 そばと小皿料理　若松
平成28年10月22日 第８回昭和43年卒同期会 三井ガーデンホテル
平成28年10月22日 昭和47年卒同期会 プラザ菜の花
平成28年10月28日 第57回東京葛城会総会 上野精養軒
平成28年11月01日 第49回県庁千友会総会 プラザ菜の花
平成28年11月12日 第３回バレー部ＯＢ・ＯＧ会総会 プラザ菜の花
平成28年11月12日 昭和30年卒（微女の会）
平成28年11月19日 昭和60年卒学年同窓会 日本橋茅場町
平成28年12月03日 第15回佐倉葛城会 房州屋
平成28年12月18日 第14回成田葛城会 ひかたや第二支店
平成28年12月19日 昭和39年卒 忘年会 ヴィンテージレストラン

第３火曜日（除く8・12月） 葛城建友会（月例会） プラザ菜の花

③ 各地域・職域葛城会、ＯＢ会、同期会等の活動報告
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開　催　日 行　事　名 開催場所ほか
平成29年01月03日 昭和54年卒同期会 プラザ菜の花
平成29年01月07日 平成27年卒（第67期生）成人記念同期会 プラザ菜の花
平成29年02月04日 第5回昭和50年卒同期会 京成ホテルミラマーレ
平成29年02月15日 千葉市役所葛城会
平成29年04月09日 昭和28年卒同期会 東天紅
平成29年05月28日 船橋葛城会 船橋グランドホテル
平成29年06月03日 昭和21・22年卒同期会 みどり
平成29年06月10日 葛の花会総会
平成29年06月18日 昭和29年卒同期会（福の会） 京成ホテルミラマーレ
平成29年初夏予定 養信会（葛城会市原支部）総会 未　定
平成29年10月07日 長生茂原葛城会総会 一　茂
平成29年10月13日 東京葛城会 上野精養軒
平成29年10月22日 昭和36年卒同窓会 プラザ菜の花

予　定

平成29年１月21日（土）　午後2時より　於：母校大会議室

（同窓会関係）
　役　員

会 長 鈴木　一郎（35）
副 会 長 櫛部　健夫（44）、　　森　　　茂（44）、　　戸谷　久子（46） 、　　先田幸次郎（定 49）
事 務 局 長 阿佐　幸雄（35） 事務局次長 末永　　明（50） 会　計 伊藤　　毅（59）
監 査 小澤　　晃（41） 参 与 佐藤　英幸（36）

　支部役員
葛 の 花 会 永田　忠以（定 37） 東 京 中村　浩紹（29） 千　葉 佐川　信夫（33）
市　 原 鈴木　雅博（33） 佐　 倉 片岡　　寛（35）

　理　事　（再）は上記役員と重複記載
昭 22 斎藤 喜久三 昭 34 伊藤　貞雄 昭 39 山口　光濟 昭 50 國吉　俊治

25 高山　　昭 35 阿佐　幸雄（再） 定 39 三井　芳夫 佐久間 芳智
26 久山　　敬 片岡　　寛（再） 40 沢田　　茂 園部　　創
29 中村　浩紹（再） 鈴木　一郎（再） 41 小澤　　晃（再） 田中　隆志　
30 大塚　正明 三橋　　裕 42 岩下　豊久 51 須藤　輝男

長澤 志保子 36 石井　俊昭 中山　泰正 56 本田　雅秀
早川　英明 佐藤　英幸（再） 43 熊野　明夫 57 鈴木　　卓
宮原　　曉 田那村　宏 44 櫛部　健夫（再） 土屋　保之

31 山中　　齊 長谷川 友善 箕輪　正美 豊田　　聡
32 井谷　延夫 37 嵐　　武夫 森　　　茂（再） 61 増田　　淳

中村　敏信 櫻井　武之 45 水谷　正彦 定８ 辻田　隆信
定 32 福原　　肇 定 37 永田　忠以（再） 46 髙﨑　正雄 12 東　　寿浩

33 大野　　実 38 本間　充武 51 戸谷　久子（再） 13 川崎　仁寛
佐川　信夫（再） 39 伊東　幹雄 昭 48 中䑓　公明 19 濵中　吾郎
鈴木　雅博（再） 畠山　一雄 49 嶋田　政昭 20 水谷　裕真
髙沢　純一 林　孝二郎 定 49 先田 幸次郎（再）

（学校関係） 校内事務局
校 長 鈴木　政男 昭 45 柳　　　晃 昭 53 渡邊　智之 昭 59 伊藤　　毅（再）

教 頭 松田　大助 50 河野　節子 56 佐々木 浩志
教 頭 武富　恒徳 末永　　明（再） 高橋　真人
事務長 萩原　文雄 51 宮道　尚子 57 山田 千代子

④　平成29年度  千葉高等学校同窓会 定時理事会出席者名簿

以上 76 名
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⑤　平成29年度  千葉高等学校同窓会総会・懇親会　出席者名簿

＜恩　師＞ 渡辺 誠治（27） 柾谷 　明 吉野 　弘(41)

＜顧　問＞ 千葉中・千葉高校長／ 鈴木 政男

＜学校関係＞ 千葉中副校長／ 渡邉 範夫 千葉高教頭／武富 恒徳 千葉高教頭／松田 大助

＜参　与＞ 臼井 日出男(32) 門山 宏哲(58)

＜同窓会役員＞ 会 　 長／ 鈴木 一郎(35)
副 会 長／ 櫛部 健夫(44)、　　森　　茂(44)、　　戸谷 久子(46)、　　先田 幸次郎(49定）
事務局長／ 阿佐 幸雄(35) 事務局次長／ 末永　明(50) 会　計／ 伊藤　毅(59)
監　　査／ 山本 康昭（38）

＜支部役員＞ 葛の花会／ 永田 忠以(37定)
東　　京／ 中村 浩紹(29) 長生茂原／ 宍倉 正胤（30） 東　　金／ 木村 　卓(31)
千　　葉／ 佐川 信夫(33) 佐　　倉／ 片岡　寛(35) 船　　橋／ 吉岡 賢一(35)
養 信 会／ 鈴木 雅博（36） 成　　田／ 松田 徹之（39） 
ゐの花一杯会／ 田邊 政裕(42) 市役所／ 増田 由一(50) 千葉銀行／ 池田 知行(54)

＜会　員＞
昭和22 ／ 斎藤 喜久三 白井　 進
昭和25 ／ 高山 　昭 矢島　 肇
昭和26 ／ 千葉 滋胤
昭和27 ／ 渡辺 誠治（再）
昭和28 ／ 小川 慶治 花澤　 衛
昭和29 ／ 田中 通彦 中村 浩紹（再） 松本　 生 宮崎 勝弘
昭和30 ／ 飯高 和子 石塚 　聰 石原 勝子 鵜沢 勝雄 小手 一洋

大塚 正明 齋藤 千廣 宍倉 正胤（再） 長澤 志保子 早川 英明
三宅　 茂 皆川 あや子

昭和31 ／ 木村 　卓 木村 日出夫 三木 敏靖
昭和32 ／ 井谷 延夫 臼井 日出男（再） 河野 通男 手島 瑠水子 中村 敏信

星 　統子
昭和33 ／ 大塚 英夫 大野 　實 佐川 信夫（再） 鈴木 雅博（再） 高沢 純一

二星 嘉彦 西川 泰夫 貫井 正納 長谷川 太市郎
昭和34 ／ 伊藤 貞雄 小林 榮司 鶴岡 啓一 時谷 暢明 中村 好成
昭和35 ／ 阿佐 幸雄（再） 小川 善之 大川 隆生 片岡　 寛（再） 菊池 祥皓

茂田　 徹 鈴木 一郎（再） 高野 隆明 高橋 紘躬 信田　 平
守屋 秀繁 森山 栄一 吉岡 賢一（再）

昭和36 ／ 石井 俊昭 橿渕 信郎 関根 眞佐子 田那村 宏 高師 弘子
長谷川 友善 蛭田 隆 吉田 孝雄

昭和37 ／ 石橋 千恵子 櫻井 武之 永田 忠以（再） 中村 宏 西村 正洋
昭和38 ／ 山本 康昭（再）
昭和39 ／ 岸本 雅邦 栗林 　明 畠山 一雄 浜田 敏男 林　 孝二郎

広木 愛子 松田 徹之 三井 芳夫 三宅 邦弘 山口 光濟
山田 雅敏

＜校内事務局＞ 柳　　晃(45) 河野 節子(50) 宮道 尚子(51) 渡邊 智之(53)
佐々木 浩志(56) 山田 千代子(56) 倉内 美登里(60)
※上記の (　) 数字が入っている方はすべて同窓生。以下の会員にも記載

〈敬称略〉　卒年・五十音順　平成29年２月１日現在
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昭和40 ／ 阪本 進一 沢田 　茂 篠崎 悦子 田那村 純子 樋田 英剛
林　美智代 元榮 川常

昭和41 ／ 今井 和彦 那須 初江 林　  真一 古川 光一 吉野　弘（再）
昭和42 ／ 伊藤 和夫 岩下 豊久 大浦 　明 田邊 政裕（再） 中山 泰正

山田 敏夫
昭和43 ／ 伊藤 三平 熊野 明夫 馬場 すみ子
昭和44 ／ 芦谷 牧人 櫛部 健夫（再） 菅谷 義範 高橋  功 長谷川 恵子

舩岡 紀子 箕輪 正美 森 　　茂（再）
昭和45 ／ 秋葉 直人 荒井 茂夫 池内 　聡 小島 公平 関根 史明

水谷 正彦 室住 正晴 柳　　 晃（再）
昭和46 ／ 伊藤 邦男 石川　 栄 上原 和男 大場 基久子 櫻井 俊明

田中 清夫 高崎 正雄 戸谷 久子（再） 矢吹 重之
昭和47 ／ 鵜澤 実治 神代 隆史 澤田 梅子 円谷　 茂 豊田 淳郎

奈良林 稔 藤原 真由美
昭和48 ／ 安達 百代 内田 智子 大塚 さち子 大和久 光治 栗原　 裕

黒田 　誠 劔持 敦子 五木田  純 小林 幹生 小林 正一
小林　 豊 小谷野 敏行 駒谷 奈保子 佐伯 直人 始平堂 玄昌
助川　 誠 鈴木 秋彦 田辺 伸章 為我井 徹 中臺 公明
丹羽 京子 長谷川 富喜子 日暮 雅通 笛田 清美 藤川 尚文
逸見 真名子 薬丸 厚子 渡邊 徳通

昭和49 ／ 有山 典子 板谷 敏彦 遠藤 　真 先田 幸次郎（再） 嶋田 政昭
醤油 和男 須田 　孝 徳永 　元 中田 裕之 野川 　忍
橋本　 修 橋本 　清 羽田 徳治 村松　 知

昭和50 ／ 阿部 美知子 飯塚 正志 石田 康治 市原 嗣久 藤崎 統子
茨城 小夜子 岩津 朋子 内田 夏代子 榎本 　滋 遠藤 保匡
小澤 明夫 大河原 実 大嶋 秀一 大庭 正和 岡田 義男
岡田 敦子 岡野 　進 折本 　晃 鹿毛　 之 加藤 昭子
川名 雅之 河村 好彦 木村 秀雄 北村 行伸 國吉 俊治
小池 幸男 小池 順子 小迎森 一樹 河野 節子（再） 佐久間 文明
佐久間 芳智 佐藤 兆秀 三溝 智子 斉藤 早苗 三森 利昭
島村 京子 島村 利則 白木 智美 末永 　明（再） 鈴木 一雄
鈴木 久美 鈴木 清史 鈴木 敏也 鈴木 陽子 園部　 創
田島　 清 田附 明夫 田中 隆志 田谷 徹郎 竹内　 純
竹原 美佐緒 立田 修一 玉岡 　迅 地引　 誠 角和 令子
積田 守雄 得丸 昌則 長尾 慎一郎 長島 弘子 永松 秀子
中村 達雄 西田 達美 新田 信行 羽根 紀宏 浜本 憲一
姫野 卓治 平田 尚行 広田 憲昭 福長 正光 増田 由一（再）
丸山 志郎 村上 晴夫 森岡 信夫 八木 啓仁 八角 忠明
山崎 経貴 涌元 厚宏

昭和51 ／ 池淵 竜太郎 一藁 道子 海野 朋子 大谷 光幸 奥田 桂子
川添 公貴 木村 善子 黒川　 透 須藤 輝男 竹内 桃子
間嶋　 健 松隈 惣一 宮道 尚子（再）

昭和52 ／ 戸田山 みどり
昭和53 ／ 小口　 学 高木 恒明 吉田　 平 渡邊 智之（再）
昭和54 ／ 池田 知行（再） 小河原 賢一 加藤 雅哉 久保田　功 小早川 雄司

澤本 和徳 鈴木 照充 真崎 義隆 湯浅 隆男 横田 浩一
昭和55 ／ 奥山 謙二
昭和56 ／ 阿部 浩生 菊池 泰英 寒河江 徹 佐々木 浩志（再） 本田 雅秀

山田 千代子（再）
昭和57 ／ 鈴木　 卓 土屋 保之 友田 誠一郎 豊田 　聡 平方 稔明

松鵜 文靖
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昭和58 ／ 安西 尚彦 小高 知之 岡田 修一 門山 宏哲（再）
昭和59 ／ 伊藤　 毅（再） 山本 誠司 吉野 克彦
昭和60 ／ 倉内 美登里（再） 積田 正則 向井 博郎
昭和61 ／ 飯塚 康信 櫻井 正則 鈴木 善継 牧之瀬  孝 増田　 淳
昭和62 ／ 桑原 智子 高城 洋一 高橋 成樹 森広 英和
昭和63 ／ 伊藤 央矢 平井 勇一
平成01 ／ 鳥羽　 晃 羽生田 俊明 森川 博邦
平成02 ／ 小笠原 潤 直井 弘洋 松本 卓朗 松本 留美子 宮下 賢一

山崎　 優
平成03 ／ 葛城 康喜
平成04 ／ 伊藤 明典
平成05 ／ 坂本 　誠 千葉 鋭志
平成07 ／ 石井 和裕
平成08 ／ 加藤　 賢 三雲 崇正
平成09 ／ 飯島　 円
平成10 ／ 古澤 佑介
平成11 ／ 豊田 耕三
平成12 ／ 東 　寿浩 今井 茉理 岩渕 裕樹 多部 美佐恵
平成13 ／ 川崎 仁寛
平成14 ／ 小川 健一 金子 義和
平成15 ／ 佐藤 雄朗
平成16 ／ 佐久間 真介 根本 駿輔
平成17 ／ 佐藤 良樹 姫野 真之
平成18 ／ 海老名 佑介 大田 寛樹 松崎 秀也
平成19 ／ 柳  惣太郎
平成21 ／ 阿部 滉平 佐藤　 悠
平成22 ／ 須藤　 大
平成23 ／ 小林 和貴

平成29年２月１日現在　出席者総数３64名（うち同窓会員359名 ）


