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2019（平成31）年度

千葉県立千葉高等学校同窓会総会

日 時 平成31年２月２日（土）
開 会 午後４時～
会 場 京成ホテルミラマーレ　
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報告（１）

 2018（平成30）年度  同窓会事業報告

１月６日㈯ 第68回生（平成28年３月卒）成人記念同期会（プラザ菜の花　15時～）

  　生徒２５３名、　役員６名、　職員２１名　　合計２８０名参加

１月20日㈯ 理事会（本校大会議室　14時～）出席者８６名

１月29日㈪ 今春卒業同窓会代表生徒と事務局長の打ち合わせ会（本校大会議室）

２月１日㈭ 同窓会報発行（第47号）　

２月３日㈯ 総会・懇親会(京成ホテルミラマーレ16時～)　　参加者 ３０８名

３月19日㈪ 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30年卒）並びに検索項目追加構築

６月５日㈫ 卒業生講演会（１年・総合学習）　

                       　　　竹原　教博　氏（昭和51年卒）

 「インターネットビジネスの一端」～電子コミック　めちゃコミック～

10月７日㈰ 第６９回生・成人記念同期会打合せ（プラザ菜の花17時～）

10月27日㈯ 第６９回生・成人記念同期会案内発送

10月30日㈫ 卒業生講演会（２年・総合学習）「先輩に学ぶ」 ８名　

  小松　由佳 氏（昭和63年卒）  岡崎　　真 氏（平成元年卒）

  松永　正弘 氏（平成元年卒）  中川　篤史 氏（平成２年卒）

  平林　亮子 氏（平成６年卒）  野村　竜一 氏（平成７年卒）

  佐々木俊介 氏（平成12年卒）  寶川　紘司 氏（平成13年卒）

11月28日㈬ 平成31年度定時理事会案内発送

12月12日㈬・13日㈭  インターンシップ事業協力（１年希望者対象）

12月19日㈬ 平成31年度総会・懇親会案内発送

※　中学校総合学習協力　社会人講演会（母校講堂）

７月12日㈭ 明治学院大学社会学部社会福祉学科　教授　岡本 多喜子氏

  　　「社会福祉の現状と課題」

10月26日㈮ 株式会社LITALICO　執行役員CTO　岸田　崇志 氏

  　　「テクノロジー × 福祉・教育で社会貢献を目指す」

2019年１月11日㈮　なかよし学園　校長　中村　雄一 氏

  　　「ルワンダへのボランティアについて（仮）」

４　定時理事会報告
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報告（２）
2018（平成30）年度　同窓会会計決算書

平成30年１月１日～平成30年12月31日

１．収入の部 総額 8,265,576 円
予算額 収入額 増減 備考

繰越金 5,109,378 5,109,378 0
同窓会入会金 1,616,000 1,614,000 -2,000
同窓会費等 0 0 0
寄付金 300,000 420,162 120,162 ＊1  下記参照
会報寄付金 1,000,000 1,122,000 122,000 会報個別送付の寄付依頼により
名簿会計より繰り入れ 0 0 0
運営維持繰入 0 0 0
雑収入 622 36 -586 預金利息
計 8,026,000 8,265,576 239,576
*1 昭和51年卒より 380,000円，平成30年卒より 162円，元榮川常様(S40) 10,000円，土岐紘史様(S35) 30,000円

２．支出の部 総額 4,874,763 円
予算額 支出額 予算残額 備考

(1) 事業費 4,200,000 3,323,939 876,061
卒業記念費 150,000 111,240 38,760 卒業証書ホルダ
会報発行費 500,000 464,390 35,610 同窓会報47号印刷費
会報配布費 600,000 435,263 164,737 会報個別配送等
卒業生講演会費 150,000 90,000 60,000 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 4,000 46,000 名簿委員会打ち合わせ
支部援助費 350,000 38,131 311,869 葛の花会通信費援助
成人記念同期会支援費 600,000 579,315 20,685 成人記念同期会
記念事業費 1,000,000 1,000,000 0 千葉中学校10周年記念事業
名簿管理システム整備費 700,000 561,600 138,400 名簿管理システム構築

(2) 運営費 1,270,000 1,299,788 -29,788
会議費 100,000 97,129 2,871 理事会・常務役員会
印刷費 100,000 73,980 26,020 総会理事会資料等印刷
通信費 300,000 296,634 3,366 総会・理事会案内・電話料
慶弔費 50,000 0 50,000 弔電・生花
渉外費 150,000 150,000 0 会長渉外費
事務局関係費 150,000 136,963 13,037 ホームページ維持管理・事務用品
事務局整備費 400,000 529,124 -129,124 事務局内装工事，書庫，テーブル等
雑費 20,000 15,958 4,042 振込手数料

(3) 母校支援金 300,000 251,036 48,964 部活動支援，祝儀
(4) 予備費 2,256,000 0 2,256,000
計 (1)+(2)+(3)+(4) 8,026,000 4,874,763 3,151,237

３．差引残高　(次年度繰越金） 総額 3,390,813 円

４．同窓会基金の部 総額 21,507,539 円
平成29年度末残額 平成30年度末残額 増減 備考

野村証券ＭＭＦ 6,000,000 6,000,000 0
清水基金 10,097,250 10,098,105 855 千葉銀行定期　利息855円
130周年教育環境整備基金 4,148,319 4,148,353 34 千葉銀行　利息34円
130周年記念名簿会計 1,216,502 1,261,081 44,579

計　　 21,462,071 21,507,539 45,468

以上，報告いたします。　　　　　　
　 会計：　伊藤　　毅  　　　　橋本　麻紀

監査の結果，適正であったと認めます。　
監査：　山本　康昭　　　　　小澤　　晃

　　　　山田千代子　　　　　中嶋　泰鷹

平成31年1月15日

平成31年1月15日

区分

区分

区分
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報告（３）

 2019（平成31）年度  同窓会事業計画

１月12日㈯ 第69回生（平成29年３月卒）成人記念同期会（プラザ菜の花 １４時～）

  生徒２４８名、　役員７名、　職員１２名　　合計２６７名参加

１月19日㈯ 理事会（本校大会議室１４時～）　参加予定 ８３名

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

２月１日㈮ 同窓会報発行（第48号）

２月２日㈯ 総会・懇親会（京成ホテルミラマーレ　16時～）

２月～３月 同窓会報送付・個別郵送

３月18日㈪ 卒業記念品（卒業証書ホルダー）贈呈

６月 卒業生講演会（１年・総合学習）

 講師：昭和52年卒の同窓生）

10月 第70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」

 同窓会報編集打合せ・原稿執筆依頼発送

11月 第70回生・成人記念同期会案内発送

 平成32年度定時理事会案内発送

12月 平成32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（本校講堂）

   日時・回数は同窓会企画委員会と中学校で協議して行います。
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報告（４）

2019（平成31）年度　同窓会会計予算
平成31年１月１日～平成31年12月31日

１．収入の部 総額 6,311,000 円

予算額 前年度決算額 比較増減 備考
繰越金 3,390,813 5,109,378 -1,718,565
同窓会入会金 1,620,000 1,614,000 6,000 在校生から
同窓会費等 0 0 0
寄付金 300,000 420,162 -120,162
会報寄付金 1,000,000 1,122,000 -122,000
名簿会計より繰り入れ 0 0 0
運営維持繰入 0 0 0
雑収入 187 36 151 預金利息等
計 6,311,000 8,265,576 -1,954,576

２．支出の部 総額 6,311,000 円

予算額 前年度決算額 比較増減 備考
(1) 事業費 3,000,000 3,323,939 -323,939
卒業記念費 150,000 111,240 38,760 卒業証書ホルダ
会報発行費 550,000 464,390 85,610 同窓会報印刷費
会報配付費 600,000 435,263 164,737 会報個別配送等
卒業生講演会費 150,000 90,000 60,000 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 4,000 46,000 委員会活動
支部援助費 300,000 38,131 261,869 支部通信費運営費等援助
成人記念同期会支援金 600,000 579,315 20,685 成人記念同期会
記念事業費 0 1,000,000 -1,000,000 中学校創立10周年記念事業支援
名簿管理システム整備費 500,000 561,600 -61,600 名簿管理システム構築

(2) 運営費 1,200,000 1,299,788 -99,788
会議費 100,000 97,129 2,871 理事会・常務役員会
印刷費 100,000 73,980 26,020 総会理事会資料等印刷
通信費 330,000 296,634 33,366 総会・理事会案内・電話料
慶弔費 50,000 0 50,000 弔電・生花
渉外費 150,000 150,000 0 会長役員渉外費
事務局関係費 150,000 136,963 13,037 ホームページ維持管理・事務用品
事務局整備費 300,000 529,124 -229,124 事務局通信機器・什器等整備
雑費 20,000 15,958 4,042 振込手数料

(3) 母校支援金 300,000 251,036 48,964 部活動支援・祝儀
(4) 予備費 1,811,000 3,390,813 -1,579,813 前年度決算は次年度繰越金
計 (1)+(2)+(3)+(4) 6,311,000 8,265,576 -1,954,576

区分

区分
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５　その他報告

１．名簿管理システムの現状について
平成30年卒業生の名簿データ（３１８件）を追加した。現在の登録件数は３７,２６４件｡

これまでに判明した検索・抽出項目の追加、総会幹事学年から改善・追加要望のあった項目を中心

にシステムの整備を行った。

特に支部支援のための複数住所や卒業年からの検索・抽出や、各種送付記録などの集計データと個

別データとの統合が容易になった。

本部事務局や総会幹事学年のデータ利用だけでなく、名簿委員による卒業学年データの閲覧・管理

に備え、システムの安全性を担保できるよう、さらに改修を加えた。

個人データの修正記録欄や事務局用のメモ欄の他に、総会担当の幹事学年などが記入できるメモ欄

を追加するなどして、個別送付など利用拡大を容易にした。

■ 昭和35年卒管理者入室時画面

■ 同窓会データベースのTopページ（管理者画面）
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■ 平成27年44号：4,500部印刷

■ 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・次年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 130

・地域・職域葛城会等での配布 1,300

・過去の寄付者等への個別送付（総会欠席者） 1,500

 　　　　合　計 5,030

■ 平成29年46号：6,500部印刷
・在校生等校内利用 1,500

・同窓会総会・次年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・職域葛城会等での配布 850

・OB会・同期会等での配布 1,100

・個別送付（総会欠席者） 1,500

　　　　　　合　計 5,900

■ 平成30年47号：6,500部印刷

・在校生等校内利用 1,500

・同窓会総会での配布 400

・総会欠席の寄稿お礼送付・次号寄稿依頼 　150

・地域・職域葛城会等での配布 550

・ＯＢ会・同期会等での配布 1,200

・個別送付（総会欠席者） 2,610

　　　　　　合　計 6,410

■ 平成31年48号の配布計画
  前年比1,000部増の7,500部印刷・配布の予定

・在校生等校内利用 1,500
・同窓会総会での配布 400
・個別送付（寄稿者を含む） 3,500
・地域・職域葛城会等での配布 600
・ＯＢ会・同期会等での配布 1,200
・成人記念同期会参加者への個別送付 300

　　　　　　合　計 7,500

３．叙勲・褒章等、逝去（役員・理事）

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
嶋 田　 賢 昭和30年卒 瑞宝小綬章 佐久間 勝彦 昭和38年卒 旭日中綬章
霜　礼次郎 昭和31年卒 旭日双光章 大野　敬三 昭和40年卒 瑞宝双光章
金 親　 肇 昭和37年卒 瑞宝双光章 登玉　芳雄 昭和44年卒 黄綬褒章

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
鳥海  一郎 昭和16年卒 平成30年５月13日 赤木　快男 昭和29年卒 平成30年10月３日
猪田  昭三 昭和20年4卒 平成30年８月１日 石井  俊昭 昭和36年卒 平成30年９月20日
山田　俊雄 昭和21年卒 平成29年12月26日

２．同窓会報の配布・寄付状況

【平成30年度の会報寄付状況】
　個別送付あるいは葛城会での配布の際に寄付のお願いと振込票を添付。

寄付金額 1,122,000円 (29年度 737,000円 28年度 1,071,000円)
寄付人数  192名  (　〃 105名 　〃 166名)
　《内訳》
昭和24～ 35年卒 57名 (29年度 30名 28年度 81名)
昭和36～ 49年卒 107名 (　〃 55名 　〃 65名)
昭和50～ 63年卒　 19名 (　〃 9名)
平成卒 9名 (　〃 11名)
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年月日 種　類 卒業年 呼　称 備　　考
平成30年01月02日 ＯＢ会 サッカー部ＯＢ定例会 母校グラウンド
平成30年01月03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01月06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02月24日 OB会 野球部 葛城倶楽部 東天紅
平成30年03月01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03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03月17日 同期会 昭和28年 二八会 東天紅
平成30年04月08日 ＯＢ会 弓道部ＯＢ会 川清
平成30年04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05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05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06月02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06月02日 同期会 昭和21・22年 みどり
平成30年06月09日 葛の花会 葛の花会総会 ホテルプラザ菜の花
平成30年06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06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07月21日 地域葛城会 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09月01日 ＯＢ会 第3回 葛城水泳会総会 母校プール
平成30年09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06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

４．各地域・職域葛城会、ＯＢ会、同期会等の活動報告

　各地域・職域葛城会、ＯＢ会、同期会等の予定
年月日 種　類 卒業年 呼　称 備　　考

平成31年01月03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01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01月12日 千葉高若手交流会 TREASURE RIVER book café
平成31年02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03月01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03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04月07日 同期会 昭和28年 二八会 東天紅
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（同窓会関係）
　役　員
会 長 鈴木　一郎（35）
副 会 長 林　孝二郎（39）、　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 渡邉　智之（53） 会　 計 伊藤　　毅（59）
監 査 山本　康昭（38）　 参 与 臼井日出男（32）、　佐藤　英幸（36）
名簿委員長 沢田　　茂（40） 総務委員長 上原　和男（46） 広報委員長 能勢　　智（54）

平成31年１月19日（土）　午後2時より　於：母校大会議室

　支部役員
葛の花会 永田　忠以（定37） 東 金 佐久間　邁（33） 市 原 鈴木　雅博（33）
長生茂原 加瀬　　元（36） 木 更 津 辻元　洋一（37） 船 橋 中山　泰正（42）
東 京 箕輪　正美（44） 市 役 所 小早川　雄司（54）

　理　事　（再）は上記役員と重複記載
昭 21 土屋　　剛 33 高沢　純一 38 本間　充武 48 阿久根　透
22 斎藤　喜久三 佐久間　邁（再） 山本　康昭（再） 49 嶋田　政昭
26 久山　　敬 34 伊藤　貞雄 39 伊東　幹雄 定 49 先田幸次郎（再）
27 中村　作二 35 阿佐　幸雄（再） 山口　光濟 51 須藤　輝男

渡辺　誠治 小川　善之 畠山　一雄 52 長　　英連
29 小野口勝世 鈴木　一郎（再） 林　孝二郎（再） 中西　伸一
29 中村　浩紹 片岡　寛 定 39 三井　芳夫 54 小早川雄司（再）
30 大塚　正明 36 加瀬　元（再） 40 沢田　　茂（再） 御園生博文
31 山中　　齊 佐藤　英幸（再） 42 中山　泰正（再） 56 本田　雅秀
32 井谷　延夫 田那村　宏 44 箕輪　正美（再） 57 土屋　保之

臼井日出男（再） 高師　弘子 森　　　茂（再） 定 59 山本　誠司
中村　敏信 蛭田　隆 45 水谷　正彦 61 増田　　淳
中台　　誠 長谷川　友善 46 上原　和男（再） 平定 8 辻田　隆信

定 32 福原　　肇 37 櫻井　武之 髙﨑　正雄 12 東　　寿浩
33 大野　　實 辻元　洋一（再） 戸谷　久子（再） 20 篠原　恵美

鈴木　雅博（再） 定 37 永田　忠以（再） 48 栗原　　裕 21 水流添　望

（学校関係） 校内事務局
校 長 佐 藤　　 宰 昭 51 宮道　尚子 56 山田千代子
副校長 井上功太郎 53 渡邊　智之（再） 59 伊藤　　毅（再）
教 頭 小 倉　 雅 人 54 能勢　　智（再） 60 倉内美登里
教 頭 岩 瀬　 博 行 56 高橋　真人 平 24 橋本　麻紀
事務長 萩 原　 文 雄 佐々木　浩

５．平成31年度  千葉高等学校同窓会 定時理事会出席者名簿

年月日 種　類 卒業年 呼　称 備　　考
平成31年05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05月13日 同期会 昭和39年 ゴルフコンペ
平成31年06月01日 同期会 昭和30年 京成ホテルミラマーレ
平成31年06月01日 同期会 昭和21・22年 みどり
平成31年06月02日 地域葛城会 船橋葛城会 船橋グランドホテル
平成31年06月08日 葛の花会 葛の花会総会 ホテルポートプラザちば
平成31年07月06日 地域葛城会 千葉葛城会総会・懇親会 ホテルプラザ菜の花
平成31年10月05日 地域葛城会 長生茂原葛城会総会 割烹　一茂
平成31年10月11日 地域葛城会 東京葛城会 総会 上野精養軒
平成31年10月20日 同期会 昭和36年 ホテルプラザ菜の花
平成31年11月02日 同期会 昭和39年定 あ．まると
平成31年11月06日 同期会 昭和33年卒 同期会 千葉駅ビル　ペリエホール
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６．平成31年度  千葉高等学校同窓会総会・懇親会　出席者名簿

〈敬称略〉　卒年・五十音順　平成31年１月28日現在

＜顧　問＞ 千葉中・千葉高校長／ 佐藤　　宰

＜学校関係＞ 千葉中副校長／井上功太郎、　千葉高教頭／ 小倉　雅人、　千葉高教頭／ 岩瀬　博行

＜参　与＞ 霜　　禮次郎（31）　 佐藤　英幸（36）　　　　門山　宏哲（58）

＜同窓会役員＞ 会　　長／ 鈴木　一郎 (35)
副 会 長／ 林　孝二郎 (39)、　 森　　茂 (44)、　 戸谷　久子 (46)、　  先田 幸次郎 (49） 
事務局長／ 阿佐　幸雄 (35) 事務局次長／ 渡邊  智之 (53) 会　計／ 伊藤　　毅 (59)
監　　査／ 山本　康昭 (38）

＜常設委員長＞ 名簿委員長／ 沢田　 　茂 (40)　　　総務委員長／ 上原　 和男 (46)
広報委員長／ 能勢　 　智 (54)　 　　

＜支部役員＞ 東　金／ 佐久間　邁 (33) 養信会／ 鈴木　雅博 (33) 木更津／ 辻元　洋一（37）
船　橋／ 中山　泰正 (42) 東　京／ 箕輪　正美 (44) ゐの花一杯会／ 田邊 政裕 (42)
葛城建友会／ 櫛部　健夫 (44) 千葉市役所／小早川 雄司 (54) 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 ／ 矢島　　肇
昭和26 ／ 千葉　滋胤 能勢　　仁 吉野　　肇
昭和28 ／ 相京　溥士 市原　利久 花澤　　衛
昭和29 ／ 市川　雅夫 豊田　和孝 中村　浩紹 松本　　生 宮崎　勝弘
昭和30 ／ 飯高　和子 石塚　　聰 石原　勝子 大塚　正明 齋藤　千廣

宍倉　正胤 長澤 志保子 早川　英明 皆川 あや子 三宅　　茂
昭和31 ／ 木村 日出夫 霜　禮次郎（再） 山中　　齊
昭和32 ／ 井谷　延夫 中台　　誠 中村　敏信
昭和33 ／ 大塚　英夫 大野　　實 佐久間　邁（再） 鈴木　雅博（再） 高沢　純一

西川　泰夫 貫井　正納 長谷川太市郎 山中　喜七
昭和34 ／ 伊藤　貞雄 小林　榮司 時谷　暢明 中村　好成
昭和35 ／ 阿佐　幸雄（再） 小川　善之 川口　正光 菊池　祥皓 久保田 康信

鈴木　一郎（再） 土肥　一洋 土岐　紘史 信田　　平 藤野　武美
昭和36 ／ 岩沢　和夫 佐藤　英幸（再） 関根 眞佐子 高師　弘子 田那村　宏

長谷川 友善 蛭田　　隆 松田　啓一
昭和37 ／ 辻元　洋一（再） 中村　　宏 西村　正洋
昭和38 ／ 小出　英夫 鈴木 トキ子 本間　充武 山本　康昭（再）

＜校内事務局＞ 渡邊　智之（53）（再） 佐々木 浩志 (56) 山田 千代子 (56) 伊藤  　毅(59)（再）
橋本　麻紀 (H24)
※上記の (　) 数字が入っている方はすべて同窓生。校内事務局以外は以下の会員にも記載しています。
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昭和39 ／ 植草　健夫 岸本　雅邦 畠山　一雄 浜田　敏男 林　孝二郎（再）
三井　芳夫 三宅　邦弘 矢口　譲二 山口　光濟 山田　雅敏

昭和40 ／ 阪本　進一 沢田　　茂（再） 樋田　英剛 林　美智代 廣瀬　　彰
藤倉　國男 元榮　川常

昭和41 ／ 飯塚　弘子 今井　和彦 齋藤　友博 関口　和重 中山　早苗
古川　光一

昭和42 ／ 安部　憲治 伊藤　和夫 岩下　豊久 大浦　　明 田邊　政裕（再）
中山　泰正（再）

昭和43 ／ 内藤　佳實
昭和44 ／ 太田　喜行 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（再） 森　　　茂（再）
昭和45 ／ 秋葉　直人 荒井　茂夫 稲田　晴生 小島　公平 神保　道夫

水谷　正彦 室住　正晴
昭和46 ／ 相原　信行 石川　　栄 伊藤　博夫 上原　和男（再） 大場 基久子

岡　　　真 岡本　英美 齋藤　和夫 櫻井　俊明 髙﨑　正雄
戸谷　久子（再） 平川　武彦 布施　博孝 山本 さゆり 若山　葉子

昭和47 ／ 鵜澤　実治 岸高　　清 澤田　梅子 山下　清俊
昭和48 ／ 内田　智子 栗原　　裕 黒田　　誠 劔持　敦子 小林　正一

小林　幹生 駒谷 奈保子 小谷野 敏行 佐伯　直人 始平堂 玄昌
鈴木　秋彦 武田　典子 為我井　徹 中江　　信 中台　公明
丹羽　京子 長谷川 一夫 長谷川富喜子 日暮　雅通 笛田　清美
藤本　　修 藤原　宏高 堀　　　浩 渡邊　徳通

昭和49 ／ 市原　克巳 伊原　孝男 遠藤　　真 先田幸次郎（再） 嶋田　政昭
鈴木　安弘 南村　博二 野川　　忍 橋本　　修 橋本　　清
村松　　知

昭和50 ／ 遠藤　保匡 大嶋　秀一 大庭　正和 勝山　　武 斉藤　早苗
佐久間 芳智 鈴木　久美 園部　　創 増田　由一 八角　忠明

昭和51 ／ 奥田　桂子 川添　公貴 須藤　輝男
昭和52 ／ 青木　一朗 有賀　明子 生田　耕一 石井　健明 石川　雅巳

石田 久美子 石村　達清 伊藤　　隆 氏原　　望 圓口　博史
大平　幸美 尾畑　　裕 金子　保宏 川野　隆明 木村 由香子
黒岩　正典 越谷　　信 小林 ひで子 小松　正夫 小道　　明
近藤　　修 斉藤　英子 佐伯　公英 笹　　繁生 笹川　康子
佐藤 香世子 佐藤　眞一 塩谷　光彦 宍倉　　孝 嶋田　和人
志村　正之 杉浦　啓子 高垣 美智子 高須　小百合 高橋　正哲
高村　　充 武富　　彰 竜野　哲夫 田中　義信 田中　善範
丹下　　健 千葉 総一郎 長　　英連 戸田山みどり 仲川　幾夫
長塚　　修 中西　伸一 西田　照代 野口　尚史 野口　典子
野口　裕幸 野村　泰雄 法月　澄子 長谷川　研二 長谷川 和良
馬場　龍彦 浜崎　美保 早川　元啓 藤岡　治人 藤川　忠弘
別所　由香 松本　千春 村井　　裕 毛利　　宏 森川　千年
柳澤　直樹 矢吹　博隆 山岡　秀雄 山名　修一 山名　和子
山本 みどり 由良　　浩 吉岡　康明 脇谷　義朗
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事務局　 〒260-0853 千葉市中央区葛城1－5－2
   千葉県立千葉高等学校内
 T E L 043－239－5550
 F A X 043－239－5551
 e-mail master@chibako.net
　　
　　  URL  http://chibako.net/

千葉県立千葉高等学校同窓会

出席者総数 323名（うち同窓会員319名 ）

昭和53 ／ 青木　　忍 生井　敏夫 植野　　瑞 川島 あずみ 小池 憲太郎
小林　俊一 柴田　　隆 須黒　由紀 鈴木　　昭 園元　　達
高木　恒明 内藤　栄男 長澤 久美子 成田　達秋 南澤　克則

昭和54 ／ 池田　知行（再） 小河原 賢一 小早川 雄司（再） 小柳　妙子 澤本　和徳
下村　　倫 鈴木　照充 中島 真理子 御園生 博文 森塚　　伸

昭和56 ／ 寒河江　徹 常包　滋也 本田　雅秀 松枝　哲也
昭和57 ／ 鈴木　　卓 土屋　保之 友田　誠一郎
昭和58 ／ 岡田　修一 門山　宏哲（再）
昭和59 ／ 山本　誠司
昭和60 ／ 塙　良太郎
昭和61 ／ 増田　　淳
昭和62 ／ 高橋　成樹
昭和63 ／ 平井　勇一
平成  １／ 梅津　　亮 立山　貴久 長塚　　弦
平成  ２／ 秋山　将人 小笠原　潤 久保田 康寛 上坂　　昇 中里　　浩

平澤　宏太 宮崎  秀 吾 宮下　義人
平成  ６／ 太田　正人 山 口 　 智
平成12 ／ 東 　 寿 浩
平成13 ／ 川崎　仁寛
平成14 ／ 金子　義和
平成16 ／ 根本　駿輔
平成20 ／ 菅野　雄樹 篠原　恵美
平成21 ／ 水流添　望
平成22 ／ 山木　良輔


