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大泉高校の方針と
いずみ会に望むこと

大泉高校校長

菊地

芳男

平素より、都立大泉高校の教育活動につきまして、ご
昭和 16 年府立第 20 中学校として創立され、その後都立
理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。
大泉高校、そして少子高齢化や社会情勢の変化に伴い、教
今年度、大泉高校では、学校経営計画に学力の定着を
育環境も大きく変化し、平成 22 年には中高一貫教育校と
図ることを明記し、各教科・各先生方に取り組んでいた
なります。
だいています。このことは、生徒の希望進路を実現した
いずみ会規約第３条の「会の目的」である会員相互の親
いことから計画の柱としたものです。本校の生徒の多く
睦は、サークル活動も年々活発になってきています。もう
が、国公立大学を志望していますが、現状は十分な結果
一つの柱である母校の発展に寄与するため、いずみ会会員
を残しておりません。授業の中での小テストによる定着
が講師となり、キャリア教育を実施したり、部活動の支援
や、生徒自らが自分のウイークポイントを把握して、克
も行ってきましたが、まだまだ不十分です。今後は更に充
服することが重要であると考えております。
実させていきたいと考えております。
今年度７月には、保護者
会員の皆さんには、それ
を対象とした進路説明会を
ぞれの分野で培った豊富な
初めて実施し、家庭と学校
経験・知識・技能を、現役・
が 共 通 し た 認 識 を も っ て、
リタイヤ組に拘わらず人材
進路のことを考えていくこ
バンクに登録して頂き、母
とを始めました。
校支援やいずみ会の為に役
また、進路指導は、進学
立てて頂きたい。
指導だけに終始してはなら
母校ホームページに、先
ないと考えております。自己
日実施したキャリア教育の
が携わる将来の職業につい
様子が載っていますが、後
て考え、明確な目標を持つこ
輩にしてあげられる支援の
とにより、自発的に勉強や部
ひとつです。母校生徒向け、
活動に取り組むことが可能
会員向け、一般向けまで講
母校新校舎完成予想図
となるものと考えています。
演や講座など出来るように
今年の３月 19 日に、キャリアガイダンスの一環として
なれば、いずみ会としての活動の幅が広がります。
計画いたしました社会人講話につきまして、「いずみ会の
いずみ会の活動はボランティアによって支えられていま
人材バンク」から多数の講師の方々を派遣していただき、
す。故マイケル・ジャクソンはチャリティーコンサートを
したり、慈善財団を作り社会に貢献しました。日本でも、 実施することが出来ました。さまざまな分野で、現在活
躍されている同窓生の皆様の講話は、身近で具体的であ
阪神淡路大震災を機に、盛んにボランティア活動が行われ
り、生徒にとって自己の将来を考えるうえで、大変参考
るようになりましたが、まだまだ定着の域には達していま
になったものと確信しております。
せん。当会会員は「いずみ会活動」への参加、協力をするこ
是非今後とも、いずみ会の人材バンクから、多くの講
とが、母校の発展・社会に貢献するものと信じます。
師の方においで頂き、ご支援をいただければ幸いです。
１時間でも、１日でも、一人でも多くの参加、協力をお
願いします。
本 年 度

いずみ会総会・懇親会（於

母校円形校舎・練馬区立勤労福祉会館）

10 月 25 日（日）午後１時より受付開始（詳細は 16 頁をご覧下さい）
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定時評議員会報告

総務・企画部長

國谷
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10月１日

俊之（高校 14 期）

平成 21年６月６日
（土）13 時より母校・円形校舎１階 の件
（大高光蔵事務局長及び片山隆会計部長が趣旨説
食堂にて、平成２１年度定時評議員会が開催されました。 明）は賛成多数で承認されました。
評議員98名
（他に委任状提出者286名）
が出席しました。 ［報告事項］
司会の國谷俊之総務企画部長
（高 14 期）から開会が

１．総務・企画部
（國谷俊之部長）

発行

決算上は黒字が続いているが、入会金、会費の減
少、中高一貫校に移行すると卒業生が少なくなる等
の条件で、現在の余剰金も底をつき、財政は厳しく
なると考えられる。従っていずみ会事務局も努力しま
すが評議員の皆様にもご支援やお知恵を拝借したい
と思います。
５．９の会
（安藤幹男会長）
９の会に課せられたことは文化祭・総会に参加する

宣せられ、議事に先立ち早川淳会長が挨拶をしました。
次にいずみ会最高顧問の菊地芳男校長先生のご挨拶
があり現在の高校生は勉学や部活動にも力をつけ着実

１）毎年評議員の見直し登録をしているが今年も約３
分の１以上の期でとり纏め役が不在であり、今年
はそれらの期に関しては各評議員に評議員の同

に伸びている。来年度から始まる中高一貫校については、

意・不同意等の項目をハガキに追加印刷し送付し

ことで既に３回会合を持ったがコンセプト及びスロー
ガンはまだはっきり決まっていないがやることはほぼ
決まっています。文化祭には卒業生のアルバム写真の

評議員の自覚を促した。
２）人材バンクサークル活動はいずみ会活性化の中核

展示行う予定です。総会ではネパール女性教師指導
者９期山下泰子さんの
「ビデオ及び講演」を行います。

中高一貫校の校名は大泉の名前を残したいと教育庁に
希望し、本校のような併設型中高一貫校では大泉高校
附属中学の名前と大泉高校の名前で進むと考えている。
校歌、校友の歌は現在の校歌、校友の歌を継承すると
決定し、校章については校名が決まらないと決定できな
いが中学校と高校が兼ねて使えるような大泉の名前を

として年齢やしがらみにとらわれないサークルで
す。多くの皆様の参加をお待ちしております。
２．広報部
（須藤一彦部長）
１）昨年から会報の文字を大きくしたが大きくすると

入れた桜のデザインを考え、桜並木に関しては今年１月
ページ数が増え、費用がかかることになりますが、
に残すと説明しましたが５月に本校の110 本の桜につい
評議員の皆様のご意見をお聞きかせください。
て一本一本、樹木医に見てもらい調査しカルテをつくり、
２）会報の内容、編集のお手伝い、会報に広告を載
残せるものは残していきたいと考えているとお話された。
せる事の是非など評議員の皆様のご意見をお寄
議長に大串康夫評議員
（高校 14 期）を選出し、引き続
せください。
き議事録署名人として、嶋正彦評議員
（高校５期）相川 ３．会員情報部
（村上 広部長）
光夫評議員
（高校 12 期）が選出されて議事に入りました。
［審議事項］
第１号議案 平成 20 年度事業報告及び収支決算承認
の件
（大高光蔵事務局長及び片山隆会計部長が趣旨説
明）は賛成多数で承認されました。
第２号議案 平成 21年度事業計画及び予算案承認

平成 20 年度

１）例年、約 300 名程度の住所不明会員の住所が同
期会の開催等によって判明している。
２）昨年度は８の会活躍、盛り上がりで約 800 名の住
所不明会員の住所が判りました。今年も９の会の
盛り上がりを期待しています。
４．会計部
（片山 隆会計部長）

いずみ会事業報告

いずみ会は規約及び 20 年度事業計画に基づき、次
の事業を行った。
第１．総会の開催
平成 20 年 10月26日
（日）母校の円形校舎１階にて
開催した。
前半の総会は理事会による進行で、いずみ会の平
成19年度事業報告・会計報告と平成20年度事業計画・
収支予算が報告された。後半の懇親会は練馬区立勤
労福祉会館で、
「新８の会」の企画で ぱちぱちパチ
リの８の会 をスローガンとし、
「舞台は地球 それぞ
れの地球の歩き方 」をテーマに、エベレスト山頂か
らの初の映像などが披露された。総勢 250 名の出席
者で盛り上がった。
第２．会報の発行・広報活動の充実
１．会報いずみ 52 号を平成 20 年10月１日に発行した。
主な記事は次の通り。
・いずみ会早川淳新会長あいさつ、新役員の紹介
・平成 20 年度定時評議員会の報告
・平成 19 年度事業・収支決算報告書と平成 20 年
度事業計画・予算
・会員情報
（同期会情報など）・母校関連情報
２．ホームページの刷新
・ホームページ・リニューアルに向けた計画、検討
作業に入った。
第３．会員情報の更なる整備
１．会員の住所等の把握の為、期・幹事を集めた部
会を１回開催し、会員情報の把握に努力した
（10月
の選挙騒ぎで勤労福祉会館が使えず秋の開催は中
止した）。平成 20 年度の住所データの推移は以下
のとおりとなった。
・会報が返送され、転居先等の住所不明者
…………………………327名
（送付数は17,000通）
・住所変更届け、期の幹事からの連絡などによる
住 所 判 明 者 …………………………………793 名
・61 期の会員登録数
（卒業生 274 名）
…………………………………201 名 (３月31日 )
・61 期の住所等未登録数……………………65 名
・海外在住の会員へのはがきによる告知を行った
…………………70 名 ( Ｅメールでの返信は 11 通 )
第４．将来に向けての運営体制の拡充
１．ホームページ・リニューアルに向けた取り組みを
開始した。
今まで予算の関係で先送りしたことと、メンテナ
ンス及び管理体制の不備で、掲載内容が古いまま
放置され、更新がスムーズにできなかった。
２．人材バンク部の設立について
人材バンクの会員活動内容の多様化、参加者の
増大、母校への積極的な対応などに対処するため、
担当理事を置いたが、さらに部に昇格して組織的
な運営を行うことを検討している。
３．会運営のＩＴ化推進
本年度は担当理事を置き、引続き推進中である。

第５．母校との連携
１．母校支援として女子バレー部、キャリア教育、３
年間皆勤賞、へ対応した。
２．平成 20 年９月14日
（日）・15日
（月・祭）の文化祭
に参加し、教室を借りて「新８の会」と共に「舞台
は地球 それぞれの地球の歩き方 」のテーマで、
８期の竪野正三氏、18 期の賀曽利隆氏による映像
を交えた講演会を開催し、交流を図った。
３．平成 21年３月12日卒業式予行日に、いずみ会入
会式を挙行し、以下の行事に参列した。
入学式・平成20年４月８日。体育祭・平成20年５月８日。
卒業式・平成 21年３月13日。
４．校長先生はじめ母校職員、PTA 関係者に働きか
け、入会金納入の促進に努めた。
５．母校の中高一貫校の問題では、理事会あげてフ
ォローした。
第６．人材バンクの活性化
１．母校１・２年生 14 クラスを対象に、キャリア教育・
授業の講師の要請があり、３月19日、登録者の中
から12 名が講師として授業を行った。
２．野外ウオークのまんぽ会は奇数月に開催。今年
度は１泊旅行を２回企画し、７月の那須温泉は 33
名、１月の湯西川温泉は 35 名の参加者があった。
合計６回行った。
３．健康麻雀教室は第２・４金曜日にレディースデー
を追加開設、需要の高まりに対応した。
４．日本古典文学講座は本年１月より今昔物語に続
き
「平家物語」を毎月第４木曜日・開講。
５．囲碁同好会は毎月第 3 水曜日・開催、引き続き
順調に推移している。
第７．財政管理
１．平成 20 年度はほぼ収支均衡 (7,000 円の黒字 ) の
予算の承認を頂いたが、会員皆様のご協力と各役
員の努力もあって、663,585 円の黒字になった。
２．財政改善対策については、本年の入会金の大幅
な減少と会費の減少が今後も続くと考えられ、中
長期を見据え、特に収入の仕組みを変えることを
含めた検討に着手した。
第８．評議員会の開催
１．定時評議員会を平成 20 年６月７日
（土）に母校に
て開催し、評議員 94 名が出席した。
２．
「平成 19 年度事業報告と収支決算」並びに「平成
20 年度事業計画と予算」が承認された。
３．新役員を選出した。
４．石井岱三前会長を顧問に推薦した。
第９．その他の事業
いずみ会の活動を推進するため、平成 20 年度の評
議員会から平成 21年度の評議員会までの間、次の事
業を行った。
１．理事会の開催。
（1１回開催）。
２．監査会の開催
（中間監査と期末監査の 2 回開催）
３．各期評議員の登録更新。

６．菊地芳男校長先生
（本会最高顧問）
以下のように会議中の質問・要望に対するお答えと
報告をされました。
１）中高一貫校の建築スケジュールは工事開始、平成
22 年夏。校舎完成、24 年秋頃。グランド周り等
のすべて完成は 25 年と予定している。
２）グランド関係で部活動に支障きたす部は野球、ラ
グビー、サッカーであるが、校地内に少しでもス
ペース使用して練習できる場所を確保し、外の施
設を使用する方法を考えている。
３）現在の部活動の活躍状況は、陸上ハイジャンプ
女子が関東大会出場決定し、水泳部は関東、全
国大会へ行く可能性があります。
以上、議事・報告等が終了し、高津幸一副会長・閉
会の辞で定時評議員会が終了しました。この後、会費
制の懇親会に移りました。

平成 21 年度
いずみ会は規約に沿って、平成 21年度に次の事業
を実施する。
第１．総会の開催
平成 21年 10月25日(日 ) に開催する。前半は、い
ずみ会の活動や母校関連事項の報告、後半は「新９
の会」の企画・運営による懇親会を行う。
第２．会報の発行・広報活動の充実
１．会報いずみ第 53 号を平成 21年 10月１日に発行予
定とする。主たる記事は次のとおり。
・平成２０年度事業・会計報告と平成２１年度事
業計画・予算
・いずみ会行事報告。
・会員情報
（同期会情報等）。
・役員改選の公示
・母校関連事項
（特に中高一貫校発足…平成 22 年
４月から・最新情報）
２．ホームページの充実
・ホームページのリニューアル
・メンテナンス及び管理体制の改善
第３．会員情報の整備
１．会員情報の整備に向け、各期会員情報部幹事と
の会合を２回実施する。
２．
「高校 62 期」の名簿を作成し、62 期の入会者に
配布する。
第４．将来に向けての運営体制の拡充
１．近隣高校の同窓会との連携を強化し、母校教職
員および PTAとの繋がりを、更に深める。
２．各部の事務局幹事の充実を図り、次世代へのス
ムーズな移行を目指す。
第５．母校との連携
１．母校の発展に寄与するため、キャリア教育その

駒

真由香、松元

いずみ会事業計画
他の学校の諸活動や、文化部、運動部の諸活動に
対する支援を積極的に進める。
２．平成 22 年３月15日
（月）予定の卒業式予行日に、
いずみ会入会式を開催する。
３．平成 21年９月12日〜 13日予定の母校文化祭に参
加し、
「新９の会」の協力を得て、いずみ会のPRを
すると共に、在校生並びに保護者との交流を図る。
４．新入会員の加入に際し各種の協力を依頼する。
５．中高一貫校化に向けての学校内の整備への協力・
支援を行う。
第６．人材バンクの活性化
１．現在の「健康麻雀教室」「囲碁同好会」「日本古
典文学講座」「まんぽ会」を継続推進する。
２．本年は会員提案の茶道教室を新たに開催する。
多様化するニーズに対応する提案を期待したい。
３．登録されたメンバーの整理と活用を、母校の要
望をくみ取りながら、検討推進する。
第７．財政管理
１．会の財政を改善するため、中長期にわたる収入
の安定化を図る。
（会費年額、終身会費制、入会金の金額、新会員
の10 年間会費免除等、収納手段の見直し、等）
２．会費納入率向上対策、寄付金の増強策の検討。
第８．評議員会の開催
いずみ会の最高議決機関である評議員会を平成 21
年６月６日
（土）に母校にて開催する。
第９．その他の事項
１．理事会の開催。
２．監査会の開催。
３．役員改選準備作業。
４．各期評議員の登録更新作業

《高校 61 期評議員一覧》（敬称略）
賢次郎、岡田 拓樹、青木 達彦、金子 恵、菱倉

あゆみ、土子

のぞみ

◇評議員会出席者一覧◇
【中１期】春日孟、本村禮ニ、藤井宏、須賀功、氷川俊彦 【高２期】稲村啓、武見健三、石川宣、
小沢禧一、山本勲 【高３期】熊谷光恭、仙田暘一、山岡竹三郎、佐藤順之、諏訪好一郎 【高４期】
加羽沢暉幸、静谷哲治、橋本宏、古田寛昭 【高５期】青山喜彦、石田要久、大澤登、嶋正彦、松坂清、
松岡五郎、樋田敏正 【高６期】有田二郎、舛巴淳子、豊嶋志郎、遠畑啓、西多英治 【高７期】本
道操子、三島英雄 【高８期】片山隆、藤井元孝 【高９期】須藤一彦、清水信、安藤幹男、高木博明、
大軒史子、湊弘子、田中誠哉、斉藤正一 【高 10 期】田島寛、保延義夫、野口悦子、藤田肇、鈴木京子、
長島慶子 【高 11 期】富田順子、峯澤勝雄 【高 12 期】相川光夫、小野田敦子、荒井亮三、一条紘一、
関根宥子 【高 13 期】早川淳、田中昇次、小松富貴子、国澤栄子、市川敬二、大高光蔵、笠原孝之、
高津幸一 【高 14 期】杉山充、布施百合子、國谷俊之、三原寿太郎、大串康夫、増岡建吾、篠原庸
雄、飯沢武士、高木登茂子 【高 15 期】中川徹夫、村上広 【高 17 期】中江和夫 【高 18 期】石田智
秀、峯澤美名子、豊田哲也、安斎秀行、青木隆、馬場重夫、楢原猛夫、酒井君枝、酒井陽三、住永
憲治、鈴木裕一、鈴木三枝子、前野幹夫 【高 19 期】伊藤銀二郎、内田彰、佐久間優行、松井恵美
子 【高 20 期】菊池素子、荒井真理子、栗原正成、川口章子 【高 22 期】肥沼年光 【高 24 期】真柳仁、
山川新 【高 25 期】松井奈穂、吉田寛、横山恵美子、會田幸子、木村了 【高 28 期】野島陽子 【高
29 期】斉藤俊夫 【高 31 期】原秀年 【高 50 期】植村直人

平成 21年
（2009 年）
10月１日

平成 20 年度

収支決算 （自平成 20 年４月１日〜至平成 21 年 3 月 31 日）

（収入の部）
平成20年度予算

科 目
入会金

980,000

△ 35,000

2,862,000
700,000

2,729,000
799,365

△ 133,000
99,365

450,000

701,000

251,000

名簿関係収入
雑収入
合 計

30,000
75,000
5,132,000

135,000
119,727
5,464,092

105,000
44,727
332,092

前受金

3,700,000

2,746,000

△ 954,000

4,094,424
12,926,424

4,094,424
12,304,516

0
△621,908

総会参加費

前期繰越金
総合計

平成 21 年度
科
入会金
会費

目

寄付金
総会参加費
名簿関係収入
受取り利息、カンパ収入

雑収入

平成20年度予算

平成20年度実績（Ａ）

予算残（予算−（Ａ））

560,000

788,608

△ 228,608

360,000
10,000

364,878
8,000

△ 4,878
2,000

2,795,000

2,502,837

292,163

115,000
120,000

82,529
107,696

32,471
12,304

母校連絡費

50,000

31,296

18,704

会員活性費
消耗品費

100,000
30,000

38,893
62,746

61,107
△ 32,746

科 目
総会関連費
役員・評議員会合費
監査役会費
広報費
会費関連費
名簿関連費

什器備品等

20,000

0

20,000

840,000
0

792,968
0

47,032
0

0
25,000

0
20,056

0
4,944

100,000
5,125,000

0
4,800,507

100,000
324,493

3,700,000
1,000,000
2,700,000
8,825,000

2,746,000
760,000
1,986,000
7,546,507

954,000
240,000
714,000
1,278,493

（収支の部）
項 目

平成20年度予算

平成20年度実績

当期収入
当期支出
当期収支残

5,132,000
5,125,000
7,000

5,464,092
4,800,507
663,585

前期繰越金
期末剰余金

4,094,424
4,101,424

4,094,424
4,758,009

いずみ会室関連費
名簿積立金繰入
業務委託費
雑費
予備費
合

計

積立金繰入
前受入会金
前受会費
総合計

平成21年度予算

（H21予算−Ｈ20実積）
△195,000

1,015,000
2,862,000

980,000
2,729,000

785,000
2,725,000

700,000
450,000
30,000

799,365
701,000
135,000

800,000
600,000
60,000

635
△ 101,000
△ 75,000

119,727

90,000

△ 29,727

0
5,132,000

0
5,464,092

500,000
5,560,000

500,000
95,908

前受金

3,700,000

2,746,000

2,800,000

54,000

4,094,424
12,926,424

4,094,424
12,304,516

4,758,009
13,118,009

663,585
813,493

科 目
総会関連費
役員・評議員会合費

平成20年度予算
560,000
360,000

788,608
364,878

670,000
360,000

監査役会費
広報費

10,000
2,795,000

8,000
2,502,837

10,000
3,215,000

会費関連費

115,000

82,529

92,000

9,471

名簿関連費
母校連絡費

120,000
50,000

107,696
31,296

120,000
50,000

12,304
18,704

会員活性費

100,000

38,893

100,000

61,107

消耗品費
什器備品等

30,000
20,000

62,746
0

30,000
0

△ 32,746
0

840,000

792,968

800,000

7,032

0
0

0
0

0
0

0
0

25,000
100,000
0

20,056
0
0

20,000
90,000
0

△ 56
90,000
0

5,125,000
3,700,000
8,825,000

4,800,507
2,746,000
7,546,507

5,557,000
2,800,000
8,357,000

756,493
54,000
810,493

いずみ会室関連費
名簿積立金繰入
業務委託費
雑費
予備費
母校支援活動準備金繰入
合 計
積立金繰入
総合計

平成20年度実績（Ａ）

平成21年度予算

（収支の部）

単位：円
考

項

目

単位：円
備 考

△ 4,000

（支出の部）

単位：円
備 考

備

平成20年度実績（Ａ）

75,000

総合計
（支出の部）

平成20年度予算

別途積立金戻入
合 計
前期繰越金

#

収支予算 （自平成 21 年４月１日〜至平成 22 年 3 月 31 日）

（収入の部）

単位：円
備 考

平成20年度実績（Ａ） 予算過不足（（Ａ）−予算 ）

1,015,000

会費
寄付金

執行
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（H21予算−Ｈ20実積）
△ 118,608

一般会計分

単位：円
備 考

△ 4,878
2,000
712,163

一般会計分

単位：円
平成20年度実績

平成21年度予算

当期収入
当期支出
当期収支残

5,464,092
4,800,507
663,585

5,560,000
5,557,000
3,000

前期繰越金
期末剰余金

4,094,424
4,758,009

4,758,009
4,761,009

備

考

附帯事項 別途積立金から戻入れ
①「母校支援活動準備金」に、２０年度支出分

母校支援活動準備金収支

②ホームページリニュウアル費

来年は役員改選の年です

単位：円
実 績

（収入の部）

科

（支出の部）

別途積立金より
科 目
女子バスケットボール部・ボール

目

６個

卒業生皆勤賞・図書カード（＠ 3,000× ７人）
キャリアガイダンス講師謝礼（＠ 4,500× ５人）
計

1,000,000
実 績
45,600
21,000
22,500
89,100
910,900

収支残

貸借対照表 （平成 21 年 3 月 31 日現在）
（資
科

目

産）

（負

2008.3.31 現在

2009.3.31 現在

増減

定期預金

25,042,097

25,000,000

△ 42,097

普通預金

10,466,124

10,225,523

△ 240,601

科

目

2009.3.31 現在

965,000

760,000

△ 205,000

13,680,000

13,304,000

△ 376,000

2,266,008

2,266,008

0

負債合計

16,911,008

16,330,008

△ 581,000

別途積立金

15,000,000

前受会費

振替口座
現

合

316,171

金

計

181,040

36,005,432

預金残高
みずほ 荻窪

686,131

名簿積立金

369,960

87,263

母校支援活動準備金

35,998,917

△ 6,515

定期預金

普通預金
6,462,962

三菱 荻窪

0

47,003

三菱 橋本

0

0

みずほ 橋本

0

1,003,194
2,712,364

計

25,000,000

10,225,523

910,900
663,585

4,758,009

正味財産計

19,094,424

19,668,909

574,485

36,005,432

35,998,917

△ 6,515

計
振替口座

0

みずほ 沼袋

△ 1,000,000

910,900
4,094,424

0

郵政公社

14,000,000

期末剰余金
合

25,000,000

合

増減

正味財産

△ 93,777

りそな 橋本

債）

2008.3.31 現在

前受入会金

686,131
686,131

89,100 円を戻入れ、限度額を引き続いて 100 万円とする。

５０万円。( 一般会計へ）

現在の役員は、平成 21年度末をもって任期満了となります。役
員
（任期２年）はいずみ会発展のため、理事会等の会合に出席し、
事業を検討し、実行します。
現在、各期から選出された評議員をされている方、同期の方か
ら推薦を受けている方が望ましく、また特に若い期の方からの立
候補・推薦を宜しくお願いします。選挙要綱は次のとおりです。
１． 次期いずみ会役員の選任は来年度定時評議員会（平成 22 年
５・６月中）において行います。
２．各役員選挙に対する立候補届並びに推薦届の受付期間は、
平成 21年 10月１日から平成 22 年２月１日迄です。
３．立候補届・推薦届は下記の事項を明記して、第５項記載の
送 付先に郵送または e-Mail（Word 等で作成し添 付する）・
FAXで送信してください。
（記載漏れがあると、無効となるこ
とがありますので、ご注意願います。）
４．届の受理確認は、平成 22 年２月中にご連絡します。
５．送付先 〒100−0006
千代田区有楽町１−７−１有楽町電気ビル南館９階 952 号室
髙津法律事務所内 いずみ会選挙管理責任者髙津幸一
FAX：03−3213−4857 e-Mail：takatsu-law@mx7.ttcn.ne.jp
《届出に明記する事項》
①立候補または推薦する役職名
（会長、副会長、理事、監査役）
②立候補者または被推薦者ご本人の氏名・期・住所・電話番号・
メールアドレス
③推薦届の場合は、
推薦人の氏名・期・住所・電話番号・メールアドレス
④立候補または推薦の理由
（200 字以内）
なお、選挙に関する御相談・御質問は上記送付先の髙津幸一
（い
ずみ会副会長）までお気軽にお申し出で下さい。

$
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今年の体育祭（５月 13 日開催）を振り返って
応援団の練習は予想以上の厳しさでした。毎日何回も互
いに怒鳴り合いの中で練習は続きました。その分、しだい
にそれが形となって現れ始めたときの喜びは今も忘れられ
ません。
そして迎えた本番では、とにかく全力で声を出しました。
競技中の応援では、すべての生徒と一体になって応援する
ことができました。
体育祭の後に残ったものは、汗と涙と達成感でした。つ
らい時、励ましてくれた仲間のお陰で、最後まで続けられ
ました。このメンバーと出会い、体育祭を無事終えること
ができて本当に良かった！最高の出会い、最高の達成感と
感動をありがとう！
団員それぞれが、わずか１ヶ月の間に大きく成長しまし
た。これからも日々前進を続け、応援の声を届けます。今
年度の体育祭を成功できたことを心から感謝します。
（応援団員一同）

発行

平成 21年
（2009 年）
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野球観戦記
緑の八王子市民球場、西東京大会の一、二回戦を勝ちすす
んだ大泉高校は三回戦で強豪日大二高と対戦。先攻の大泉は
初回３点をもぎ取り、その裏二死満塁のピンチを三振で討ち取
り、無失点！ その時のピッチャーのガッツポーズに応援席のブ
ラスバンド部、応援部、野球部員、同窓生の盛り上がりは最
高！ 日大二高のベンチと応援席を一瞬シーンとさせたものでし
た。二回に同点となり、監督や選手全員が信頼する２枚看板
のピッチャーにゲームを託しましたが、５回コールドで敗退。泣
き崩れるピッチャーを選手らが支えてベンチに戻った。その後
どうしたかなと気になりましたが、みな思い切り泣いて、
「全員
が信頼しあって試合ができた」喜びをかみしめ、みんな笑顔に
なったと聞いて
「打ち込めてよかったね」と清々しい気持ちにな
りました。後日談ですが、日大のOBが大泉の応援ぶりを見て、
すごい！ すばらしい！ と感心していたようです。水泳部の大会
にも応援が行きました。高校生のクラブ活動の集大成を応援
（文
化部は観賞）に行くと新しい感動を得られるような気がします。
大泉生みんながんばっています！（広報部）

教 職 員 人 事 異 動
「転出・退職」
地歴（日） 佐向 誠
数
学 木村 直人
理科（生） 岩本 伸一
保
体 山口 巌
情
報 田崎 丈晴
実習助手 工藤 千尋
進
路 堀部 恭平

（
）内は転出先等
（国分寺）
（板橋）
（退職 農芸高校非常勤）
（葛飾野）
（九段中等教育学校）
（小金井北）
（退職）

「転入・採用」
（
）内は前任校等
地歴（日） 藤田 健太郎（茨城県立）
数
学 毛塚 敏夫 （両国）
理科（生） 高橋 正人 （昭和学院秀英）
保健体育 増子 良太 （新規採用）
情
報 山後 幸億 （田柄）
実習助手 水越 麻美 （小平）
進
路 手打 和明 （片倉）
中高一貫校開設準備室
国
語 渡辺 昭夫 （久留米西）
数
学 鈴井 篤司 （広尾）

進路状況（浪人生を含む）
「国公立大学」
筑波１、埼玉６、千葉１、東京外語３、東京学芸４、東京芸術１、
お茶の水１、一橋１、東京農工３、横浜国立１、静岡１、三重
１、首都大学東京 14、防衛大学校２、国立看護大学校２

茶道部の近況
茶道部は現在部員数、２年生５名と１年生２名の合わせ
て７名です。人数は少ないですが、先輩後輩の仲も良く、
和気あいあいと活動しています。活動日は、毎週月曜日と
木曜日の放課後で、月曜日には、外部から講師の先生に来
てもらい、指導していただいています。１学期から夏休みに
かけては、主に文化祭で開くお茶会に向けて、お点前のお
けいこに励んでいます。また、春夏は風炉、秋冬は炉を使
って、季節に合わせたお点前をしています。例えば、冬休
みには初釜、春休みには桜を見ながらお点前をしています。
（２年 塚原 菜那）

「私立大学」
青山学院 18、学習院８、慶応義塾９、芝浦工業 19、上智８、
成蹊 15、成城３、専修 12、中央 35、津田塾１、東京女子４、
東京電機 13、東京農業 25、東京理科 26、東洋 46、獨協９、日
本 36、日本女子６、文教８、法政 40、武蔵 27、明治 65、明治
学院７、明治薬科４、立教 43、早稲田 33、その他 86
「就職」１

平成 21 年度の主な学校行事
４月７日……………………………………………入学式
５月13日……………………………………………体育祭
９月12日〜13日……………………………………文化祭
３月15日………………………………………卒業式予行
…………………………………いずみ会入会式
３月16日……………………………………………卒業式

&
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そうなんだ！ わが母校の中高一貫校の全貌
新校舎の全貌

明らかに！

総会でより詳しくお伝えします
館をそのまま使用します。

Ａ . 校名は？
● 本校のような併設型中高一貫校では、
「大泉高校附属中学校」
の名前と、「大泉高校」の名前で進むものと思われます。

B. 校歌・校章・制服はどうなるの？
● 現在の「校歌」、「校友の歌」はそのまま継承されます。
● 校章については、中学、高校が兼ねて使えるように、大泉
の名前を入れた・桜のデザインを検討中とのこと。（新校名
が確定すれば決定）
● 制服は決まりました。（下記参照）高校男子は中学男子と同
一デザインです。

C. 校舎・校庭はどうなるの？
● 校舎は現校庭に新校舎を建てます。新校舎完成ののち現校
舎跡地にグラウンドを作ります。（下図参照）こうすること
で工期が早まり、新中高一貫校生は新しい校舎を使用して
卒業できます。
● 中高一貫校の建築スケジュールは、平成 22 年夏に工事開始、
平成 24 年度に校舎完成、平成 24 年度末にグラウンド周り等
全て完成の予定です。なお、完成までは現在の校舎・体育

D. 校舎はどんな形？
● 校舎と体育館、プールなどから構成され、３階建ての校舎
になります。近隣への日照や音、視線などに配慮されてお
ります。
敷地周辺には植え込みのスペースが計画され、現在の桜
や他の樹木の保存と、新しい植樹にも配慮がなされており
ます。

Ｅ . 桜並木はどうなるの？
● 桜並木は残します。５月に本校のすべての桜（110 本）を樹
木医に診てもらいました。虫食いなどで倒さなければなら
ない樹も有りますが、残せるものは残して行きたいとのこ
とです。

F. グラウンドが使えない間、部活はどうなるの？
● 工事の間、部活に支障をきたす部は、野球、ラグビー、サ
ッカーであるが、校地内に少しでも練習できる場所の確保
と、外の施設を借用することを考えているとのことです。
計画配置図

中学冬服

中学夏服

高校冬服

高校夏服

（男子は中学と同一）

都立高校
同窓会の輪

昨年から、石神井高校さんの呼びかけで、同窓会同士の親睦と情報交換の会ができました。今年４月には
石神井・西・井草・武蔵が丘・豊多摩・富士・立川・大泉の８校が参加。今年は大泉と井草さんが幹事校です。
お互いの現状、課題などを出し合い、検討・意見交換をしております。今年の10月には石神井高校さんの白馬・
八方尾根にある黒菱山荘に集い、より繋がりを深めようという予定になっております。

平成 21年
（2009 年）
10月１日
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土屋

光道

社会科

S27 年〜 S37 年

中村

格

国語科

S37 年〜 S39 年

私は昭和 27年〜 37年まで、27 歳〜 37

大泉高校では 17 期生を送り出した後、

歳の10 年間、社会科の教諭として一般社

全寮制秋川高・都立教育研究所を経て、

会・日本史を担当した。初めて大泉を訪

昭和 46 年、東京学芸大に奉職。平成５

れた時、まだ周囲に畑もあり、都立高校

年に定年退官の後、私立大に専任として

中一番広い運動場、それを取り巻く見事

12 年勤め、平成 17年、75 歳で退職しま

な桜花満開、空にヒバリが囀る環境がす

した。通算 51年間の教員生活でしたが、

ごく嬉しかった。都心の浜松町→池袋→

お蔭さまで、これといった病気もせず、馬

大 泉と10 年もかよい、10 歳 以 上も若い

齢を重ねてこの４月、80 歳の大台に乗り

生徒達と過ごしたあの青春が懐かしい。第８期と12 期生を担任、

ました。退職後はご多分にもれず、好き勝手な本を乱読していま

卒業させた。終戦時私は17 歳、彼等も７歳〜３歳とて、敗戦後の

したが、やはりコアになるものが欲しくなり、最近は楠公伝説と天

未曾有の物心両面の激動期を過ごした世代。しかし戦後の自由

皇制教育の問題に関心を収斂させています。

な個人尊重の空気の中に、ホームルームも活発、皆で木造のボロ

ご存知のように、楠正成がわが子正行に後事を託して湊川決戦

教室を大掃除、大学合格目指して頑張った。秋の学芸会や運動

に臨む、いわゆる桜井訣別の物語は幕末以来、昭和の敗戦に至

会、お金も物資も乏しい中、素晴らしく大きなマスコット、仮装行

るまで、日本人の死生観にも大きく作用してきた
「美談」ですが、

列、演劇。ラグビー、バレーも強かった。みんな好い子で、私の

それが明治以来の公教育でどのように教えられ、
「忠君愛国」「滅

知る限り、イジメや不祥事が職員会議の話題に上がったことは皆

私奉公」に利用されてきたか、その軌跡を私なりに確かめて見た

無。先生方もよい方ばかり、大泉史上よき時代に巡り会った。去

い。その試論として
「天皇制下の歴史教育と太平記―塗り直された

年古稀を迎えた８期生が同期会を催し百名近い諸君が集い、２ヵ

正成像―」
「歴史唱歌の光と影―『桜井の訣別』を中心に―」など、

月後に 3C 同級会が私の寺で開かれ、物故者の追悼会を行なった。

いくつか発表してきましたが、今後も徐々に書き進めて纏め、でき

350人中、男子30人、女子14 人。担任７人中５人が亡くなったの

れば生涯のうちに上梓を、と考えています。尤も、意気込みだけで、

は寂しいが、みな昔と変わらぬ好意で慕ってくれ、教師冥利を今

「おけらの水渡り」に終わるかもしれませんが…。

に味わってます。

山谷

敬之

保健体育

S36 年〜 S57 年

「ケニヤから、サンヤより」という拙文

小山

晃三

英語科

私が大泉にお世話になった４年間は、

をいずみ会会報第 14 号に寄稿した。昭和

よい先生方、よい生徒たち、よい環境に

42 年、青年海外協力隊員としてケニヤに

恵まれ、45 年にわたる教師生活の中で、

赴任中だった。２年後帰国し、昭和44 年、

最高のものでした。特に、生徒たちは適

会報 15 号に
「行ってよかった…」を載せて

度に学習し、適度にクラブ活動に励み、

いただいた。この頃あだ名がサンヤから

文武両道を実行していたように思います。

ケニヤに変わった。

３年の担任をしたとき、普通放課後の講

ケニヤは第二の故郷、里帰りをしたい

S39 年〜 S42 年

習は学校・教師側の主導で行なわれるも

と常々思っていた。実現できないまま、36 年が過ぎた。定年退職

のですが、生徒側の主導でグループを作り講習をやってくれと頼

後、平成 17年６月、１ヵ月間のケニヤ行きに踏み切った。目的は

まれたのは、後にも先にも大泉だけでした。運動会も文化祭もな

教え子との再会であった。文通も途切れ、消息不明であった。

かなか充実していましたし、臨海・榛名・修学旅行など挙げれば

「アフリカには毒がある。毒が体に入った者は、またアフリカに

きりがありません。そういえば、大泉には制服はなく標準服でした

帰ってくる」という。毒が 36 年かけて、利いてきた。アフリカ専門

が、生徒たちは標準服を着るべき時は全員が着ていたような気が

の旅行社の協力で、ケニヤの全国紙に教え子６名の名前を載せた

します。

尋ね人広告を出した。２名が旅行社の駐在員に連絡して来た。
キクユ族のＧ・カギヤとカレンジン族のＭ・チェプコに再会した。
彼らも60 歳を超えていたが、昔の面影はあった。彼らと一緒に、
職場であったナショナルYSを訪れ、歓迎された。私が測量した
400mのトラック、サッカー場がそのままの場所で、現在も使われ
ていた。私の仕事が残っていた。ケニヤがケニヤに行った話しで
近況にしたい。

私は県立１校、都立４校、私立１校で教える機会に恵まれまし
たが、これらの学校の中で、私の子供を入れたい学校といわれれ
ば、ちゅうちょなく大泉であると言うことができます。
67 歳で、仕事を辞め、
「サンデイ毎日」の生活を始め、今まで仕
事でできなかったことなどをして、日々を楽しんでいます。
皆さんもどうぞお元気でお過ごし下さい。

(

緑蔭
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新クラブ誕生！いずみ会茶道教室

高７期

本道

高５期

矢吹

発行

操子

本年度４月にスタート致しました教室は現在、常時10 名程
で各方々に応じて勉強しています。
お菓子・お茶の頂き方、抹茶の点て方
（部分げいこから）
、
後期には立礼
（テーブルで）盆点前
（盆を使う）も講習に入ります。
日本古来の茶の湯の席を、お気軽にの
ぞいて下さい。日常の慌しい生活も、習
慣で良いのですが、お茶の世界も、
ほっと！
ひと時の時間を作って違った空間を味わっ
てお楽しみ下さいませ。
初めての方や他のお流儀の方も振って
御参加いただきたく、美味しいお菓子も
共々お待ちしています。

楽しく修練

平成 21年
（2009 年）
10月１日

常久

今春からスタートしたいずみ会茶道教室に大泉高校５期の
Ｍ君に誘われ、４月の第１回に次いで５月の母校での茶道教
室にも参加し、今後も楽しみが膨らんでいくような気持ちです。
久しぶりに校舎に入り、自分たちの時代の木造校舎は鉄筋の
ビルに変わり、建物にびっくり。伝統のクラブ活動も盛況で
頼もしい限り。また、校門からの桜並木の大樹は大泉高校の

歴史をとどめるようで畏敬を覚えました。
茶道教室の指導は表千家の師範である７期のＨさん。かっ
て茶道経験のある淑女達と事務局長のＯさんを筆頭にお茶は
初めての高年男性がお弟子さんであり、今は和気あいあい過
ぎて多少お行儀に問題がないとはいえませんが、師範の姿な
どから、茶道の立ち居、振舞い…などの約束事や礼法は修練
が詰まった一つの道であるように感じ始めています。次回が
楽しみです。

健康麻雀教室
定例会は第１・３火曜日、レディース、初心者コースは第２・
４金曜日に何れもいずみ会室にて、賑やかにゲームをしていま
す。モットーは
「飲まない、吸わない、賭けない」そして何を
おいても
「たのしく！」遊ぶことです。

戦場ヶ原にて

母校カルチャー教育
平成 21年３月19日に１･２年生全クラス対象に、12人の同窓生
によるカルチャー教育授業が行なわれました。キャリアガイダンス
の一環として、先輩方から仕事の内容、志望の動機、どのような
高校生活を送ったか…等が講義されました。

高 32 期

大川

洋

研究者になるということ

高 29 期
高 31 期

吉川

久美子

看護士の仕事

高 48 期

長谷川 ひろみ 道は自然に見えてくる
北川 理映子 私の仕事・日本料理の魅力について

人生の舞台 ( ステージ ) は自分で創る
おーくん・あきら（高 26 期

講師の表
高 12 期

相川

光夫

高 15 期
高 16 期

南雲 治嘉
最上 捷信

高 26 期

大久保

高 28 期
高 26 期

西澤 正博
會田 幸子

自分を信じることから始めよう
女性消防官としての私の生き方

高 46 期
高 26 期

青山
清水

インプットなくしてアウトプットなし
日本のマンガ、アニメについて

晃

成道
義裕

開発途上国への技術協力と国際交流の楽しみ
夢は作るもの
自信、経験、危機管理
デザイナーの生活―今日からあなたもデザイナー

大久保

晃）

私が今回のキャリア講座をお引き受けしたのは、私自身が自分
のやりたい仕事に就き、本当に幸せな毎日を送っているからだ。
人生で一番幸せなことは、お金を儲けることでもないし、贅沢な
生活をすることでもない。たくさんお金があっても結局生涯何もや
りたいことが出来ない人もいる。自分の好きなことを見つけて、そ
れを伸びのびと満喫出来る人生が本当の幸せだと思う。もちろん
全ての人が自分の希望通りにはいかないけれど、自分の好きな世
界に近づいていくことは可能だ。それは
「やめない」こと、どんな

平成 21年
（2009 年）
10月１日
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若き時世には華々しく社会への貢献を成し遂
げた企業戦士も、今は現役を退いて、悠々自適
の日を送っている。天から賜った身体にも老い
の影が忍び寄り、頭も白くなったが、天はこの
残躯を赦して下さる筈である。天神に甘える訳
ではないが、限られた貴重な時間を楽しく過ご
す事こそが後々に大きな悔いを残さない肝心事
である。
嶋 正彦（高５期）麻雀日記より

古典に親しむ会
高９期大軒史子さんを講師に、１月から11月まで
（８月お休
み）毎月第４木曜日、グランフォンテ集会室において、古典を
楽しく知る講座を開いています。21年度は平家物語。講座を
通して平家の世界のみならず、いろいろな歴史の形が見えて
きてどんどん引き込まれます。途中参加も大歓迎。

まんぽ会
奇数月に「一万歩」を目安に歩いています。行き先は嗜
好を凝らし、毎回サプライズが！ １月には湯西川に一泊
し、雪の中の「かまくら」と「灯篭」の幻想的な世界を体験、
７月には奥日光二泊合宿で湯滝〜戦場ヶ原ハイクを堪能し
てきました。
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囲碁を楽しむ会
毎月第３水曜日にいずみ会室において楽しんでいます。
初心者のかたへも丁寧に指導いたしますので、一度覗いて
みてください。終了後の一献も囲碁談義が弾みます。

部活を続けています（剣道部）

高5期

松岡

五郎

週４回の稽古に殆ど参加し、対外試合にもくっついて行った
り部活を続けています。現役部員と部活空間を共にするのが
私の部活参加の前提だからです。
そして、市の剣道連盟、高齢剣友会、母校の月例会などの
稽古も昨年退社したこともあって続けることが出来ています、
むしろ部活の中で気になった事など質し度く出席率が高くな
ったかも知れません。
数ヶ月前、試合後泣いている部員がいたので、何故泣いて
いるのか聞いた処、自分より格下の相手に負けたのが口惜し
いと返ってきた。格下と何故思ったのか、口惜しさの対象が
違わないか等気になる返事だった。稽古を通して成長するの
が一番と思い、稽古を積んで格下に負けるな。とだけ云い。
それからは稽古終礼時
「今日の稽古は熱く出来たか、明日は
もっと熱い稽古をしよう」と繰り返しています。

部員を指導する 13 期笠原さん（左）

サークル活動のお問い合わせは16 ページに記載のいずみ会窓口まで。

奥日光にて

形でもいいから自分の行きたい方向へ歩き続けることだ。
自分の希望へ向かって歩いていると、とにかく色々なことがある
だろう。その時大切なのは
「あたって挫
（くじ）けろ」である。
「あた
って砕け」ではダメ、終わってしまう。今、若い人に一番大事で足
りないのは
「屈辱」を味わうことだ。若いときに大いに屈辱を味わ
い、悔しい思いをして欲しい。そういう気持ちを自分の体に染み
込ませることで、人の痛みが解り、人にも優しくなれる。
私は高校時代、赤点ばかりの劣等性だった。でも夢は大きく、
将来はデザイナーと学者になりたかった。その夢を叶えるため本
当に積極的に動いた。多くの企業に作品を売り込みに行って散々
無下にされながら仕事を増やしてデザイナーになり、美術系大学
70 校に次々に連絡を取り
「私を教員として使って下さい」と営業して
現在の大学教員のポストを得たりと、普通では考えられない方法
で、自分のやりたい仕事を掴んで来た。大泉の後輩は、お会いし
てやっぱり素直な子が多かった。それを大切にして
「やらない」後

悔ではなく、
「やった」後悔をいっぱい持って欲しい。そして今の
環境に不満を持っている人は、自分の行動を一度見つめ直して欲
しい。自分が生きる舞台
（ステージ）は、なかなか自分の思い通り
にはならないものだ。大切なのは
「どこで生きるか」ではなく
「そこ
でどう生きるか」だ。後輩たちには自分で動いて手に入れた幸せ
な人生を創っていって欲しい。

会員
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☆先日、高１の時の仲良し

の活動場所の和室前のロッカーには、

が、その乱雑さが当時を髣髴させ、む

３ 名 と 約 20 年 ぶ り に 母 校

25 年前の私達も確かに使っていた花

しろ懐かしく、しばらく立ち止まって

を訪問いたしました。大泉の

器も収納されていました。☆大泉生は

見つめてしまいました。☆普段母校を

校舎が全面的に建て替えられると知っ

キョロキョロしながらはしゃぎまわっ

訪れる機会のない卒業生の皆様も、昔

て、いてもたってもいられなくなった

ているオバサン達にもお行儀良くさわ

のままの大泉の姿を目に焼き付けに母

のです。１号棟グラウンド側、４号棟、

やかに「こんにちは〜」と声をかけて

校を訪れるのも良い思い出になるので

体育館、プールは、私達の卒業前後に

くれました。そのキチンとした行動と

はないでしょうか。☆日ごろ、ご無沙

完成したもので、体育館、プール以外

は裏腹に、教室前の古い木製の傘立て

汰の卒業生が母校と繋がっていられる

は短期間ながら実際に使用しましたの

にはボロ雑巾が無造作に引っ掛けられ

のも、いずみ会事務局の皆様が、日々

で、全体に記憶の中の大泉の姿とそれ

ており、高校生の娘の母としては、一

ご尽力してくださっているおかげだと

ほど違ってはいませんでした。華道部

瞬眉間にしわを寄せたいところでした

感謝します。（高 36 期

!*

今岡

発行

裕子）

追悼
■先生方のご冥福をお祈りいたします

■会員訃報（敬称略）

１年生でドイツ・リート、２年生の時にはイタリア
歌曲を独唱するのが岡部先生の授業の課題でした。文
字どおり音を楽しむ、充実した授業でした。文化祭で
は、先生のご指導による音楽部オペレッタに抱腹絶倒
しました。また、都の高校合唱コンクールでは、混声
部上位入賞の常連でした。
大泉を去られた後、都立駒場芸術高校、桐朋学園大
ー略歴ー
岡部 守弘先生
学で、指揮法、ソルフェージュ等の指導者としてご活
平成 20 年
躍でしたが、大泉の卒業生との繋がりは途絶えるこ
享年 86 歳
となく、1996 年、先生の指揮のもと、大泉高校 OB・
S22 〜 S30 在職
OG 合唱団が誕生しました。
音楽科
６月 20 日「岡部先生を偲ぶ会」は合唱団が主催、第
一部では先生ご自身が編曲された歌曲を含めた演奏が、第二部では懇親
会が行なわれました。奥様、お嬢様、物理の岡崎先生をはじめ懐かしい
顔が集まり、盛会でした。ご趣味の写真が、ご葬儀の式場でも偲ぶ会の
会場でも飾られていました。
（高７期 免取 慎一郎）

期
中１期
中１期
中１期
中１期
中２期
中２期
中２期
中３期
高１期
高１期
高１期
高３期
高３期
高４期
高４期
高４期
高４期
高４期
高５期
高５期
高６期
高７期
高９期
高 10 期
高 10 期
高 10 期
高 10 期
高 12 期
高 14 期
高 15 期
高 15 期
高 16 期
高 17 期
高 17 期
高 17 期
高 18 期
高 18 期
高 19 期
高 19 期
高 20 期
高 20 期
高 21 期
高 23 期
高 25 期
高 26 期
高 26 期
高 28 期
高 35 期
高 46 期

淡い色のスーツに身を包み、微笑を絶やさない印象
の先生でした。 家庭科！ と聞いただけでアレルギ
ーが出そうに苦手意識を持つ女性徒の抵抗も何のそ
の。上手に、しかもきっちりとしっかり意見をして下
さる先生。「これはご自分でお縫いになりましたか？」
と親に徹夜で手伝ってもらった衣服製作の細部も見事
見破られました！ 大学入試に際しては「面接の様子
ー略歴ー
塚谷 文子先生
など知っておいたほうが良いから」と先輩を紹介して
平成 21年６月８日没
下さいましたね。思えば、母のような眼差しで皆を見
享年 84 歳
て下さったのでしょう。晩年に電話でお話させていた
S24 〜 S58 在職
だいた折、「地域の方々と、草花を植えたり、お散歩
家庭科
したり、のんびりと過ごしておりますのよ」と、本当
にゆったりした微笑が想像できるような優しいお声を懐かしく思い出し
ています。ありがとうございました。
（高 20 期 荒井真理子）

現姓
猪俣
岡
櫻庭
名倉
田中
永井
中島
雨宮
奥谷
鈴木
大村
片山
西山
磯打
小原
小林
中村
生原
小山
権田
高橋
伊藤
市川
中村
鵜月
天野
馬場
深沢
隈崎
滝本
原
塚田
川和
杉本
藤勝
陸田
村沢
佐藤
伏見
江川
山口
井上
有賀
柏原
大福
水井
都筑
引地
相良

麒一郎
和生
幹雄
光雄
公二
昭
一
暹
良一
一男
重雄
文人
宗之
清
一益
英世
久夫
達希
伸
貞夫
聡
敦夫
英雄
靖
宏明
久男
英行
治男
紘夫
英之
浩二
精一
美秀
陽子
周次
信雄
博人
彰子
映子
恵
道子
恵美
悦子
啓二
浩二郎
哲之
理世
直樹
大輔

旧姓

中村

杉丸

菊池
長井
小野
稲垣
色田

田中

逝去
平成 21年４月10日
平成 18 年７月５日
平成 20 年９月16日
平成 20 年７月
平成 12 年４月
平成 20 年９月16日
平成 19 年９月６日
平成 20 年８月16日
平成 20 年２月21日
平成 20 年８月３日
平成 20 年２月25日
平成 20 年９月５日
平成 20 年５月14日
平成 20 年７月９日
平成 20 年
平成 19 年 12月22日
平成 18 年
平成 20 年８月23日
平成 12 年２月10日
平成 20 年５月18日
平成 21年８月５日
平成 20 年５月26日
平成 20 年 10月
平成 20 年 10月18日
平成 18 年８月
平成 20 年７月10日
平成 20 年８月20日
平成 20 年１月25日
平成 14 年
平成 15 年３月
平成 19 年 10月30日
平成 21年４月３日
平成 20 年２月29日
平成 14 年２月
平成 21年６月16日
平成 20 年５月
平成 21年６月26日
平成 19 年
平成 17年１月４日
平成 20 年２月
平成 20 年７月23日
平成 20 年３月22日
平成 21年８月
平成 21年５月26日
平成 21年８月23日
平成 19 年３月
平成 12 年９月30日
平成 20 年５月２日

平成 21年
（2009 年）
10月１日

発行
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高
14
期

もう一度修学旅行

吉田

恒彦

14 期をもじって名付けた世話人グループ
「お人好しの会」で
はなしが出たのは一昨年、面白そうだと幹事を引き受けた。
今年2月8日、北海道、関東、静岡、関西から介護や仕事の
都合で 2日間は参加できない人もいたが、20 名が京都駅に集
まった。48 年振りの顔は大泉時代の面影を残していて懐かし
い。清水寺と周辺を散策してかすかに記憶を呼び覚ます旅館
「御殿荘」に。明るい寛いだ広間で宴会。当時を再現して大
部屋で二次会、布団にもぐり込んでからも遅くまで語り合いが
続く。翌9日は平安神宮から金閣寺を経て橋本寒雪記念館
「白
沙村荘」へ。ここからが今回旅行のハイライト。庭園を見学後、
幹事の一人田中
（小野地）由紀さんのお嬢さんのご主人が金
剛流能楽師宇高竜成氏というご縁からご夫妻をお招きし、お
かみの心づくしの昼食をとりながら、能の話を聴く。丁寧な
説明と能楽師でもある春奈夫人の舞を見ながら能を堪能。
口々
に曰く 久し振りに高尚な気分になったネ 教養が身につい
た 。その後東福寺を巡り京都駅で再会を期し約して散会し
た。当初、幹事は 3人。計画の進捗に合わせて 7人に。榎本
美津恵さん、田中さんに始まり広報と募集は杉山充君、アイ
デア一杯の京巡りプランは建築家大倉達也君の力、 公認カメ
ラマン 長谷正道君、派手な傘でガイドは福村正孝君。期待
を上回る 大人の修学旅行 になった。

日動画廊からスタートしました。直に見る大作に圧倒されたり、
常設展での大家の傑作に感心したり、勝手な批評を楽しんで
いる内にお互いすぐ打ち解けました。文春画廊と、ギャラリー
ためながを廻って少々疲れて、カフェで休息。そこでの会話は、
絵画に触発されて、演劇やらシャンソン、映画と大いに弾み、
早くもクラス会本番のモードに突入しました。本番では、故堤
先生への黙祷の後、近況報告等の後、ダーツ競技に夢中とな
りました。結構難しく、後は景品の交換風景で賑わいました。
二次会は同じ ダイニング で、三次会は場所を移して行なわれ、
皆、久しぶりに銀座の夜を堪能した次第です。

高
19
期

19 期還暦同期会

内田

彰

暑い夏の終わりを感じさせる昨年９月６日
（土）、第 19 期の
還暦記念同期会が練馬高野台のホテルカデンツアにて開催さ
れました。母校に近いとはいえ場所的にはやや不便さの感じ
られる会場でしたが、115 名の同期生が参集いたしました。
思えば 18 歳で母校を慌ただしく離れた後、いつの間にか
早や42 年の歳月が流れてしまいましたが、久々に会う同期生
の顔はそれぞれ歩いてきた人生の深さのなかに当時の面影も
窺われ、あちこちで再会の喜びを分かち合っていました。
恩師の皆様も４名参加いただき、最長老の小川先生からは
「還暦なんぞは洟垂れ小僧」というご発言があり、また田上
先生の様に年齢の近い先生はどちらが生徒か判らない、とい
高
中川 徹夫
15 「０次会とダーツ」
う状態になっていました。
期
会は約３時間の歓談のあと、同期生の伴奏による校歌、校
友の歌で終了しましたが、去りがたい方も多く三々五々連れ合
わが 15 期の同期会は、２年に１度幹事クラスを決めて行な
って適当な場所を求めて散っていきました。
います。平成 20 年11月15日
（土）は、会場が銀座松屋近くの
しかしこの日を迎えることなく若くして人生を終わらなければ
ダーツバー兼ダイニング、カラオケ有りというモダンな所で行な
ならなかった同期生も18 名おり、人生の節目を迎えられた我々
われ大盛況でした。会場は F 組の鬼澤君が決め、銀座という
は彼らの分も健康に生きていかなければ、
と決意した次第です。
地の利を生かして ０次会 をやったら、という卓抜なアイデア
なお、本年の同窓会総会は９の期の担当となり、有志幹事
を出したのが村上君でした。確かに有名ブランド店が軒を連
によりその準備を行っています。手伝って頂ける方は是非とも
ね、画廊はめじろ押し、築地市場も近い、とあっては 銀ブラ
（代表 旧７組佐久間優行氏）に連絡を。
しない手はありません。私の担当した ０次会 「画廊めぐり」 19 期有志幹事会
また本年10月25日
（日）の同窓会懇親会に是非とも多数参
をご紹介しましょう。女性５名、男性２名計７名が参加、まず

会員
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加して頂き、言わば「拡大同期会」
を成功させたいと思ってお
ります。とりわけ還暦同期会に参加できなかった方、当日お
会いしようではありませんか！

高
20
期

「ドレスコードは赤」

須藤

和由

2009 年７月４日
（土）池袋の
ホテルメトロポリタンにて、ド
レスコード 赤 とした、20 期
の同期会が開かれた。20期は、
今から20 年前、40 歳の時から
５年毎に、あたかも定期健診
のように同期会を開いてきた。
今回は還暦年ということもあ
り、世話役一同いつも以上に
高
10
期

みんな元気です！

平成 21年
（2009 年）
10月１日

発行

力が入り、多数の同期生を集めることができた。その数108名。
450 名いた同期生の約４分の1が参加したことになる。また恩
師は２名。英語の小山先生、物理の小田切先生がかけつけ
て下さった。今回は特に、世話役の女性の一人が、諜報部員
顔負けの不明者探しを行い、10 名を超える不明者を探し出す
ことができた。その中から数名が、42年振りに参加してくれた。
42 年振りといっても、そこは同期生。42 年の隔たりが、あた
かも無かったように盛り上がったのは言うまでもない。
会の２時間半の予定はあっという間に終わり、最後には校
友の歌を声高々に歌い、１次会は終了した。しかし１次会で
簡単に終わらないのが 20 期の同期会。２次会の居酒屋にも
80 余名が、そして３次会にも40 名近くが参加し、祭りのよう
な同期会はやっと散会となった。
20 期は次回、５年後ではなくて４年後に同期会を計画して
いる。更に次々回はその３年後、更に２年後、１年後と開催
年を１年ずつ短くし、これから10 年、次の節目、70 歳古稀に
向け、しぶとく生き続ける所存なり。

幹事一同

２年ごとに開催している10 期の同期会は、昨年10月18日
（土）
に中野サンプラザで80名近くが参加して盛大に行なわれました。
卒業写真をプロジェクターで写し、50 年前の自分探しで、
大いに盛り上がりました。
以下の写真は、当日参加した参加者全員の現在の
「顔」で
す。面影がありますでしょうか？ 会に参加できなかった皆様。
それぞれの顔を見て、50 年前を思い出してください。そして、
また次回、お目にかかりましょうね！ 楽しみにしています。

お
知
ら
せ

☆高 17 期：2010 年に同期会を考えています。詳細決定次第お知らせします。楽しみにお待ち下さい！
☆高 40 期：40 期は来春の同期会に参加していただける仲間を募集します。2010 年３月27日
（土）に開催予定！（場所未定）恩師を
囲んで全員が元気になる集まりにしたいです。参加希望の方は伊藤まで。090-3099-2793 nerimakuooizumi@yahoo.co.jp

平成 21年
（2009 年）
10月１日

高
40
期

発行

会報 い ず み 第 53 号

「つなぎ続けていきたい」山本（藤田）美和

本年３月25日。咲き始めの桜の中、昨年に引き続き高校
40 期の同期会が、母校の教室で開催されました。１次会は
29 名、勤労福祉会館
「味三昧」での２次会には 25 名の参加。
卒業して早２１年。私たちは今年 40 歳を迎えます。まだまだ、
子育てに仕事にと忙しい年代。
「参加したかったけれど…」と
いう近況メッセージが沢山寄せられました。昨年は３の１、３
の７が中心で開催したそうなので、卒業以来という方も多かっ
たようです。正門に集まったかつての友の顔も、最初こそ本当
にわからなかったけれど、一緒に過ごした時間というのは絶
対に忘れないんですね。段々と思い出します。古文の中田民
雄先生、体育の寺本正諠先生、数学の宇田川修先生、恩師
登場にあっという間に気分は高校生。恒例の心温まる感謝状
が手渡されました。先生方の21年前と変わらぬ話しっぷりに、
気分は高揚。いよいよ今年、中高一貫校としての改築工事が
始まるとのことで、懐かしい校舎も見納めと知りました。２次
会３次会からの参加者もいていつまでも名残惜しい時間でし
たが、明日からの力を得たひと時の再会でした。このご時勢
にきっと様々な状況の中頑張っている友がいると思います。次
は集えるよう、有志の皆でつなぎ続けていきたいです。2010
年３月27日
（土）再会しましょう！ 幹事の皆さん本当にありが
とうございました。

高
51
期

10 年後のタイムカプセル

荒川

陽子

2009 年は、私達 51 期が卒業して、ちょうど十年にあた
る記念の年。私にとっては、母校に残した思い出を掘り起
こす、約束の年でした。その思い出とは、卒業直前に仲間
と作った タイムカプセル 。当時の先生に頼んで、いず
み会の倉庫に置かせてもらっていたのです。
たかが十年、されど十年。既に アラサー に近づいた
私は、何を埋めたのか、すっかり忘れていました。そして
3 月 28 日。久しぶりに円形校舎に足を踏み入れ、高校生に
戻った気分の私達が、カプセルの中に見たものは……自主
公演した演劇の台本、合作した小説、お喋りを録音したテ
ープ、謎の植物の種、五円玉。そんな他愛ないものに混じ
って発掘されたのが、各々が書いた青臭い言葉。それを読
んで、恥ずかしさで悲鳴をあげる仲間達。でも正直、今の
私には、その言葉を受け止める覚悟がありませんでした。
懐かしさより、照れくさい。笑って読めるようになるだろ

会員
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う十年後くらい後に、またこの仲間と集まれたらいい。そ
んな風に思いながら、手紙をまた 封印 しました。長い
ようで短い。変われるようで変わらない――それが十年と
いう歳月なのかも知れません。

高
46
期

初めての集い

青山

成道

ご存知の方も多いと思いますが、2008 年 12 月 30 日、卒
業してから 14 年ぶりに同期 146 人と再会しました。恩師の
先生方にもお越しいただきました。土屋明彦先生、小俣利
男先生、間宮祐一先生、齋藤弘子先生、高橋由美先生、森
田米子さん（あおせんのおばちゃん）。
会全体は、たった 2 時間で終わり、14 年ぶりの再会にし
てはあまりに短いものでしたが、それだけに大変盛り上が
ったと思います。また、二次会、三次会、四次会…と続い
た、と聞いております。当日はモンゴル民謡を三枝さんに
披露していただいたり、上原さんに大道芸の宣伝をしても
らったりと飛び入りの企画もありました。テーブルは三年
次のクラスに分かれたのですが、そのうち入り乱れて会場
は騒然とし、司会の私のマイクの声がかきけされるほどで
した。特に退場は、名残惜しかったのか、なかなか進みま
せんでしたね。
結婚してママになった人たちも、この日ばかりは、子供
を預けて来られました。高校時代というのは、本当に大切
な思い出として時を超え、シングルモルトのように深みを
帯びて会場にふりそそいだ、といった感じです。
思えば、2008 年 3 月に同期会をやろう！ と発起したと
きに、連絡がつく人たちは、最初の幹事 3 人合計しても
139人程度でした。10回を超える打ち合わせで最終的には、
327 人と連絡がつくようになりました。実に全体数に対し
て、81.7％です。この連絡先と、同期会をみんなでやり遂
げたことが、次回の同期会へのはずみになろうと思います。
次回は 2011 年にやろうと思っております。今回来られな
かった皆さんも、是非とも来てください。
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会費納入者一覧（敬称略・平成 20 年度納入分）
昨年度も多くの皆様に同窓会会費及び寄付を頂き、ありがとうござい
ました。今年度も宜しくお願い致します。今回お名前を掲載しましたのは、
次の方々です。
①会費納入者：昨年度までに平成 20 年度年会費を納入した方。終身会
費納入済の方はゴシックで表示。
②寄付者：平成 20 年４月１日から平成 21年３月31日までに寄付を頂い
た方。
会費納入のきまりは
❶高校卒業後 10 年を経過した年度から、満 70 歳を迎える年までです。
（今年は高校 51 期の方から70 歳
（高 10 期）の方までが会費納入対象
者です）。
❷会費は千円です。過去の未納会費へは遡及しません。今年度分から
頂きます。
会を更に維持・発展させるためには、資金を必要とします。今後とも
会費の納入・寄付でのご支援を宜しくお願い致します。
ご質問・ご意見がございましたら、次の担当までご連絡ください。
会計部長 片山 隆
（高８期）
Tel・FAX：03-3392-1568
e-Mail：kata02̲yama06@yahoo.co.jp

平成 21年
（2009 年）
10月１日

発行

長峰光子、上原敏行、駒井正、杉山充、竹林義彦、長野紘一、西野敬司、福田暉男、牧田徹雄、増岡建吾、吉井琢治、島田純子、
相澤朝子、滝沢由紀子、紀野順子、瀬川多恵子、角南春香、黒田加代子、志賀たか子、布施芙佐子、江幡久仁子、上原玲子、斎
藤歌子、勝田優子、平井育子、白杉厚子、山口恵美子、永山千恵子、渡部殷子、片山朋子、飯沢武士、岩崎徹、重松泰彦、高田
久行、田村誠、松田剛一、安田務、山田和英、吉田恒彦、渡賢司、布施百合子、村山千鶴子、山本ケイ子、谷口典代、大山朝子、
小林美代子、星野未女子、飯村淑子、久米幸子、高木登茂子、高橋嘉子、丸山多江、千野照美、二見多鶴子、山本詔子、市村悦子、
新井正治、伊倉富雄、岡部好秀、國谷俊之、神山亮友、佐藤紘一、真田和彦、字引重威、丹治靖之、広田達也、松沢伸伍、三
原寿太郎、高崎真知子、星野雅子、浦田佐恵子、土屋待代、南都、前田栄、山端昌代、永岡孝子、水谷はるみ、井上万里子、青木
弘子、佐藤郁子、土倉智美、岡本良枝、田林翠、江幡肇、吉津弘一、日下義弘、草薙正朗、小西義之、合田義治、佐々木隆、清
水靖司、富永恭弘、長谷正道、早野浩、平井宣治、冨家俊弘、吉田俊昭、鈴木富美子、梅崎洋子、福沢知子、加瀬文子、内田成昭、
大串康夫、大西宏、奥山朋哉、片岡晃、清田健司、蔵原輝人、白井潔、鈴木健夫、説田武夫、武田英晴、津田信明、冨永恭弘、
中丸俊一、野田為久、畑隆一郎、藤富正毅、三浦達彦、本橋修明、和田興太郎、藁科彬、谷美恵子、早川希尹子、西田淑子、岡
田篤、岡本翼、沖山公六、越阪部稔、柏木寛、嶋田睦彦、片岡修、古賀政都、小林建夫、後藤文顕、齋藤英介、篠照敏、篠原庸雄、
志村奉美、高橋一彦、竹本泰則、玉山昌利、光正克、平田晃、福田勤、三井通安、光田敦、三森友直、小島章子、平田雅子、内田
阿紀子、添田禮子【高 15】青木喬二、岡田和之、岡部晃夫、小川伸之、小城吉国、神谷明正、小坂信二、小林将夫、斎藤信樹、
酒井邦夫、佐藤徹太郎、佐藤守、杉浦亨、高関稔、竹下光彦、寺井功、中川徹夫、中島直厚、南雲治嘉、前久保博士、丸山敏雄、
山田勝治、村田明子、石川孝子、石井光子、石川文武、市川照夫、風祭年男、坂本成、坂本紀生、白鳥克忠、白水汎、保科欽司、
仙澤龍雄、滝本英之、新田義孝、広渡俊明、二松工、巻内勝彦、牧川一、増山良夫、松藤洋治、松本雅雄、丸山勉、村上広、八
木清文、和田直木、渡辺浩通、飯村弘子、三好静子、坂本幾重、青山晃、岩野潔、岡林誠士、奥本久治、金田晃、北村明夫、鈴木
克雄、鈴木正英、鈴木悠三、高橋豊、速水洋志、檜垣精二、藤原敏厚、水島磐男、吉田智彦、勝本初江、根津初子、池上甯久、
石川靖之、関口和雄、中臣国昭、原浩二、野村素子、青木恭子、塩島璋子、寺島百合子、小泉洋子、二宮節子、平野侊代、宮田
紀子、石井喜代美、飯田順子、山口八重子、枝吉聡子、植松悠美子、糸賀啓子、比佐千恵子、関博子、石川慶子、上田健嗣、岡本
尭、熊谷正美、新谷剛郎、杉山元治、中村邦和、正垣教義、渡辺正信、寺神戸一枝、長島明子、池水直子、岩本美和子、仁藤澄
子、小松原良枝、幸治典子、赤羽敏郎、鬼澤隆幸、堀忠雄、黒沢道子、岡村静枝、柳澤智子、高橋寿子、桑名晏子、天野光子、
山屋美千代、後藤乃婦子、高松淳好、土井美代子、萩原恵子、中野瓔子、大崎幸子、加藤富士江、浜野広世、手島光代、石崎隆治、
大村純三、岡島聖三、久保田繁、杉山武彦、矢ヶ崎秀男、大熊洋子、木村恒江、伊藤いづみ、中林泰子、栗田いね子、岡崎千代子、
中村延江、新田やえ子、佐々木信子、小川忍、岡本佑子、秋田道子、末吉武子、鈴木由紀子、神杉豊子、五十野晴子、中島悠美子、
小林信子、萩原光子、佐々木純子、浅村洋子、吉川慶子【高 16】内本岩宏、金井淳、川崎博、神山宣彦、高田進、野口雄二、萩
原章、武藤千鶴子、石川浩達、岩立胖、柳崎功、橋元宏、服部俊幸、青木光子、菊本秀子、川和田美子、早船和子、桑野眞暉子、
小泉三枝、細井典子、古泉敬子、神山萬里子、秋山俊弥、小原愼一郎、串道昭、小林知雄、小松義雄、鈴木健一、高野泰、田丸洋、
堀口俊彦、本庄武男、前野進、又木正登、松村宏、岩田啓子、和泉直子、福島敦子、佐藤圭子、佐藤和子、中里貴久子、佐藤由
紀子、中村貞子、島崎幸子、安室正子、滝沢建子、富樫泰子、藤谷秀紀、土生栄、奥田日佐枝、市川スミ子、五十嵐武昭、大久
間展樹、小林雅通、鈴木哲、野田一雄、増田匡男、柳瀬正敏、山本章、荻野睦子、小林えつ、木村之代、小島靜、川井田和子、
佐藤由子、森川道子、神崎紀子、塚瀬陽子、川和田康子、花田里子、桜井ルミ、水野康子、古山靖子、郷昌代、吉田昭子、奥上
清司、小鮒光平、小山崇夫、丸山俊章、小川幸子、石川慶子、須釜節子、大竹久江、財津栄子、可知悦子、島崎久美子、石川悠子、
松本智子、中村田美子、篠原千寿子、荒井和夫、大場修一、勝亦慶人、金尾裕文、玖野峰也、神津真久、小宮孝昭、清水卓、鈴
木次夫、山下善雄、東千恵、村山和世、田中千鶴子、小林和恵、林蕙子、小林茂美、鈴木雪子、石川直樹、大塚義昭、落合順、
篠原正、長谷川忠、広田勉、増田巌、増田望、最上捷信、横川武彦、落合純子、尾池幸、笹目勝子、飯島信枝、木村亜紗子、朝

会費納入者一覧（終身会費納入者はゴシック）

倉幹子、高岡眞理子、篠原寿美子、山崎一枝、永澤晴美、赤川美智子【高 17】青木義光、荒川敏、木村隆二、式田譲、篠和夫、
竹下克彦、中津隈健一、中村賢二、楢原嚆二、溝田啓一、森脇伸三、横山幸雄、江口とめ、勝信子、近藤悦子、村恵子、森脇
玲子、大山美智子、奥澤泰一、川和美秀、渋谷吉康、鈴木利幸、寺本隆道、野崎道雄、橋本宏子、新津恵子、筒井由紀子、船津

【高 10】阿部藤子、岡本紘子、阿部基子、大内京子、中里光永、鈴木静子、長谷川成子、久松弘子、成富明子、小浜桂子、川井登

弘子、伊藤由美、久松美年子、大橋田鶴子、高松浩子、鳥本陽子、大西寛子、早川聖子、岩川兼臣、加藤博司、黒沢洵吉、河野

志子、井上康子、小黒紀子、河合貴代美、西谷和子、小川登美子、冨沢文枝、織田和子、阿部幸子、山岸礼子、桑原富貴子、天明

正昭、佐賀治夫、貞方輝之、田中襄一、堤和弘、武藤伸次郎、最上武夫、吉仲貴美子、稲田和子、片倉みつ子、栗原一恵、小林

栄子、桑田昌子、一澤昭子、山田啓子、鈴木文江、岩井町子、戸井田清子、松田貴美子、小野里子、藤野紀美江、森川潤子、天野

昌子、泉由紀、佐藤靖子、志賀かよ子、山口雅子、小松沢裕子、阿部昌行、大津徳明、小沢佐一郎、功力義雄、倉沢清義、関正紀、

昌紀、池田宗弘、岩田寿郎、岡本健彦、金古芳章、河村毅、坂根健、佐々木啓之、崇島弘安、野村節弥、御園賢治、柳生純麿、山

中江和夫、安部恵子、大町禾子、後藤絢子、早川朱美、荒瀬恵子、最上美枝子、星野和子、荒田譲、案納邦義、石田弘、越智信夫、

田進、菊地一代、茂木富美栄、柳田明子、細田淑子、藤沢水浜、藤田鞠子、佐藤昌子、石川貴世美、中村多見子、小高美恵子、

片岡勝、高見和彦、中田潔、永島和雄、間浩明、村瀬正美、武井明江、戸田登代子、宗像房枝、野村省子、佐野裕之、篠原和雄、

井出俶子、落合保子、原京子、山田昭子、見米美登里、羽根田千賀子、松尾孝子、直井一子、寺崎由紀子、角田哲朗、金井欣吾、

菅原宏夫、戸田雄三、中村和之、宇山雅世、大橋八津江、大野道子、国分ヒロ子、関谷絵美子、平田三佐子、正井雪子、茂木慶子、

栗原満、佐藤勝、高橋俊夫、調子省三、中村靖、保延義夫、原康子、池田昭子、長島慶子、若野みどり、大関栄子、河崎精子、菅

村井満由美、浅田章子、円より子、田村和恵、西尾啓子、飯田稔、會正樹、衣笠隆、井口政明、豊島公治、中沢稔、中村隆、成

家正江、橋本豊子、越智宣子、日紫喜美智、山本順子、野口悦子、尾張由紀子、滝沢誠子、藍原寧、青木達雄、石井晴士、石崎

田俊彦、西尾宗明、野田裕、三木千寿、和田正徳、堀江悠子、杉本裕子、會史子、千葉クミ、佐賀道子、白井京子、佐藤貞子、原

充健、岩田博行、宇佐美誠、鵜月宏明、大谷義彦、大塚洋一、金沢健蔵、倉知文博、小菅茂、柴田晴夫、高田繁、地口興亜、土屋

田滋子、柏木秋子、水上順子、鈴木春実、藤村紀子、山辺百代【高 18】網野三昭、石田智秀、伊丹真、岡本豊、行徳和夫、寺

義孝、田島寛、新延泰生、藤田肇、本橋達朗、吉田信次郎、吉田猛、吉田元彦、藤森

島孝、宮崎賢治、宗形孝子、湯田友子、福場光子、加藤ますみ、中村章子、岩渕その子、塚田秋子、松本旬子、相馬和子、辻川

子、蜷川章子、塩沢美智子、柴久美子、岩

瀬芙美子、太田路子、古田久美子、青山進午、安藤肇、井口正光、池田定之、一ﾉ瀬勲夫、上野忠好、宇山捷利、小川皓司、沖内義

恵子、那須和子、根本孝子、橋本ゆり、重政純子、鈴木憲子、小野道子、西川早智子、島崎徹、高久進、富永文朗、中西文比古、

明、奥野正晴、河原田盛夫、菊地吉盛、栗岡肇、上妻誠、斉藤真、坂木庸晃、坂原良一、桜井徹志、館野元泰、大黒一弘、坪井和

若杉哲夫、曽谷悦子、飯島千枝子、黒河順子、後藤真紀子、大山恭子、飯島澄枝、飯塚美雪、大藤聰子、馬場のぶ子、高橋盈江、

宏、成瀬済、根橋徹郎、檜山建宇、藤井孝一、牧野郁、光田健児、深山方生、山田喜照、吉野槙一、関口昌子、木村良子、新井忠

井端知子、宮崎葉子、朝倉玲子、野口幸子、田子弘子、加藤照夫、木原海彦、高橋朗夫、中村謙、野辺裕治、嶋田和代、石田芳子、

克、大山賢、角原佑一、神山健、笹川俊雄、鈴木良二、須藤嘉宏、高野昭夫、田所満一、羽根田達治、廣川和男、藤井英雄、古田

加藤葉子、渡部典子、冨田眞澄、村田洋子、水越静枝、安原淳子、林屋このみ、須沢美智子、平林千鶴子、別所信子、松田登

勝久、古田紘一、武藤正照、吉沢政雄、新沢倫子、遠藤一子、上妻良子、西島耀子、上田都子、鈴木京子、飛田紀子、大東千鶴子、

紀子、本田令子、海谷素子、山下久江、大川和彦、河村博江、中村譲、松浦茂樹、大久保節子、丸山淳子、大類肇子、宮川由女、

村上治子、芦田典介、畝目俊三、江南和幸、大城尚史、神田俊夫、児玉薫、斉藤鴻志、斉藤昌克、佐藤君夫、守随智二郎、高田誠之、

木島薫子、松田由紀子、岡田節子、鈴木美耶子、酒井君枝、長沼千佳子、兼松光子、倉田栄子、国枝喜美子、今浜直美、三浦

戸部興太郎、中島三郎、浜岡辰紀、原靖信、原田好雄、古田周六、前川禎男、渡辺昭雄、熊野道代、鈴置礼子、早川純子、笠尾

靜穂、五島博子、林真理子、海野不二枝、賀曽利隆、木村光太郎、小島道夫、酒井陽三、住永憲治、関口真一、中尾宏、本多吉夫、

孟子、瀬尾正子、藤村紀子【高 11】萩原清誠、村上昇、村松廣子、中田廣子、今村末里子、小林明子、後藤多栄子、門迪子、古山

八巻正巳、緑川春野、日月恭子、岩内瑛子、住永宣子、元崎雅子、佐々木しげ子、杉山明美、比留間弘子、本間早智子、南和子、

昭子、加藤多鶴子、鈴木祥子、加藤秀子、服部雅子、田中淑子、竹中近枝、柴田紀江、大庭靖子、川崎紀代美、伊藤千鶴子、高

松本弘子、浅井貴子、湯川玲子、石田まち子、船津道子、池田京子、伊藤彰、市古夏生、大野誠治、蓮沼都、川辺智子、川上喜

橋昌子、長島正枝、橋本峰子、根本知子、大田久子、吉川方子、本橋紀美子、寺島千代子、池田馨子、宇佐美稔枝、小川博、加

枝、内田一恵、早川啓子、中村雅子、水垣真里子、有川弘子、杉浦三和子、伊藤和子、土田美智子、永井康子、設楽公子、大

藤勇、川田徹、榑松太郎、肥塚照樹、小島昭司、桜井郁生、高橋耕貴、富澤稔、野村浩之、並木一夫、渡辺修、町田訓、山口裕、

倉まり子、小澤京子、古田憲子、山田暁子、野崎総子、小山房子、高井千恵子、板谷文木、井上行夫、大沢彰、蔵原清人、小泉

山中隆也、広瀬芳子、比江嶋悠子、片山典子、大沢美憙、島田きよみ、横田由紀子、又木節江、奥村操、石川紀子、内田清子、工

暁、小出薫、芝穎司、田瀬則雄、多田幸典、田中敬一、豊田哲也、古橋徹、渡辺和夫、長村英子、角田敬子、平井律子、新井

藤春美、関操子、宮崎京子、奥山久美子、海老原代師行、奥住悠夫、大久保匡、菊谷信夫、清水徹也、鈴木要介、関根琢磨、瀬

公夫、岩崎誠、上野圭一、上原徹、遠藤亮平、岡部睦生、小林謙介、斎藤慧一、斎藤保廣、佐藤牧夫、杉田憲一、瀬端一朗、

畑正明、田中直樹、中井紀男、永井大二郎、生田目常義、西上晴雄、西山宏、羽田圓城、平田俊紀、福田哲也、本荘正、山田揚一、

高橋誠至、富井利尚、長本孝一、古屋一仁、本田親光、松村正純、宮田健治、森本邦明、山田良二、平沢春子、斉藤裕子、青木隆、

吉田竜彦、葭田雄二郎、若林とみ子、吉田栄子、佐々木浩子、百目鬼紀久子、小野治子、秋山京子、安藤雍男、石垣信浩、市川

安斉秀行、岡田昌隆、加古進、加藤俊一、酒見裕雄、鈴木裕一、関馨、築根吉彦、照井直人、細井謙、正木達夫、山田邦武、

行紀、大沢建吾、風間隆壽、樫尾弘一、勝田辰己、倉持友昭、黒子経雄、小宮文彦、後藤傳、佐藤勝、杉山公治、玉川直至、永

渡辺伸夫、横橋朱実、石川秀樹、石田真一、内田和夫、内山宏、片淵正、加藤一夫、狩野哲夫、小島高志、坂本豊樹、杉山正、

島英夫、藤本幸男、古山裕、松沢英明、宮坂隆晴、宮本雄二、山本茂生、結城仁、横田泰治、渡部真也、小山田富士枝、菊間信子、

中屋喜雄、橋本豊、林敏安、森岡謙三、横地棟器、宮田やよい、菅原園枝、鈴木三枝子【高 19】小山泰夫、酒井享平、牧野憲一、

高橋弘子、岩波淑子、細井千津子、三浦紀子、青木克己、秋山孝雄、宇山大樹、山岡陽宏、榎本壽、尾崎隆道、片寄紘一、佐々木

松本雅夫、谷中善男、渡辺正明、渡辺千枝子、平間保枝、中村律子、松林良子、田村明子、荒川彰子、下村葉子、岩崎美知子、

佳郎、関山一郎、田中翼、續肇彦、平岡隆大、秋田喜美、浅野栄子、石塚紀子、飯山久美子、篠原玲子、柴田節子、泉和子、反

岡本京子、伊藤銀二郎、市川秀秋、大竹典雄、小美野広行、杉田時男、竹内徹、溝田俊二、金井洋美、長谷川早苗、白河邦子、

町伸子、進藤マサ子、高野絢子、井上絃子、長谷川悦子、小川明美、小野昭子、圷清秋、石田洋一、板倉邦臣、岩崎信行、大橋真一、

佐藤由紀子、大貫洋子、栖原イズミ、上田和子、須藤容子、山口幸子、吉本和子、坂田茂、仲谷順、四居誠、石川真理子、井上

小城光章、神谷文彦、北岡博、北上俊人、小林一博、笹森隆昭、椎葉亮一、鈴木章、高城元治、田村元雄、松田治躬、峯澤勝雄、

康子、鈴木知子、戸野明子、村田和恵、高田めぐみ、名取洋子、伊東久美子、花満恵美子、石塚久仁世、山下和子、新原妙子、

三宅衛、八木重導、町田茂子、小山泉子、榎本慶子、新海祥子、安住靖子、大内春子、嶋さなえ、飯山昇、石崎紘、牛山邦雄、片

大岩常男、小山雅文、坪井一正、豊島健、羽田野共孝、細田栄能介、堀尾幸晴、武藤信義、広田敦子、中根美穂、古山みどり、

柳良一、鴻巣宏三、小林浩一、斎藤宏幸、真田宗興、島野正敏、杉浦邦彦、関根強一、田邊行夫、谷暉之、土屋治夫、手塚昭、

榎本美知子、藤田邦子、吉沢治恵、武藤志津子、池羽万里子、福田水子、西川由紀、吉川真知子、窪田愛子、松下良子、竹内美

富永功、中村淳、並木正彦、奈良文郎、仁科紀一、根本幸次、保科光昭、堀内知行、牧野田光徳、橋本武彦、森山耿茅、横山高幸、

栄子、大木泰子、柳沢恵、高井潔司、吉田邦夫、松元俊子、百海緑、小野紀子、常木小由子、松本幸子、吉田久木子、鯉沼陽

渡部洽、新井春枝、杉野芳代、石黒節子、務台桂子、三浦和子、富田順子【高 12】荒井亮三、江渡正芳、酒枝英志、阪本桂造、

子、豊田百世、進藤幸子、井崎由紀子、三原千砂子、望月典子、松代隆子、小林朝子、浅沼憲幸、内田彰、小野修三、加藤敏夫、

沢田照男、篠宮喜八郎、関優、貫井志郎、林迪義、山口英男、中津山正昭、脇川佳都子、小路洲子、荻野公子、吉田泓子、栗原

鴨下博、枳穀敏明、桜井民雄、正願地高明、関口政利、田村俊樹、森義晴、床井健、丸谷博男、宮崎幸夫、森田明男、矢野司、

静代、竹口裕子、上村享子、新井宏、岡武佳己、河井進、熊谷憲一、斉藤晄朗、佐々木茂、須崎武男、田村栄男、殿前康雄、中

竹村万里子、長戸かおる、春山幸子、里見けい子、石井佳陽、石倉功、太田眞夫、岡沢修一、川名輝夫、北哲夫、桐生哲夫、佐

沢勲、永島秀幸、宮田清蔵、谷治賢三、小林真佐子、千葉勝恵、前田彰子、生地誠子、山田保子、古田和子、網野精次、伊藤篤之、

久間優行、清水実、杉浦史樹、関根敏正、濱田國夫、松島英人、森田信夫、山丸純、早川登志子、松井恵美子、東好夫、稲垣

奥原研二、小坂信也、澤田嗣郎、篠義通、渋井周而、菅野忠信、杉山圭介、高木澄郎、竹上勝夫、谷口宣雄、原田昭、前島夏彦、

正久、稲田治、内山裕夫、小笠原修司、金子芳雄、菊池万範、小林尚、米元純三、佐藤文好、高島常夫、長倉和美、松井恒二、

三宅雅也、柳原勇、山本義子、一條紘一、今井通雄、岡部幹郎、亀崎昇、岸塚正昭、熊沢蕃、畔柳次郎、小宮良雄、税所篤俊、

松木伸男、村田正治、諸沢孝、山下吉松、吉野秀雄、小船かおる、山口信子、三浦けい子、梅原勲、江口勝英、上村岳明、鈴

榊原正明、杉浦親平、中塚武雄、橋本晃、平山誠、矢田部禎夫、山田耕治、高木茂子、川原佳史子、相川桂子、相川光夫、相沢勲、

木元、中里秀雄、藤幡敏夫、松村茂夫、村松健二朗、宮原真人、渡辺宇知太、坪井千代子、河内裕子、安藤加代子、笹井扶美

板橋昭寿、海野徹也、遠藤文男、川崎浩、木村博、熊倉邦彦、小林一三、榊原志郎、下弘明、高木真也、高桑泉、森武夫、山崎

恵【高 20】池上敏、池田誠、小林義純、後藤和光、依田武男、黒田一枝、桜井葉子、日浅ひろみ、三間孝子、浅沼啓子、河井

紀一、和島実、安東洋子、田伏和子、飯沼光子、斉藤多栄子、寺岡雅子、竹内友子、加賀美久美子、井上京子、石井道子、網代

良子、森川治恵、国吉幸子、吉田洋子、佐藤美奈子、千葉知子、荒井真理子、高橋みさ子、鈴木定子、金子あかね、高梨妙子、

順子、山田紀子、今出百合子、小野田敦子、笠井陽子、横山美子、秋元泰輔、今坂誠、岩片卓雄、塩田順康、坪井主税、中村良浩、

吉田明子、木村祐子、池田練太郎、伊東正裕、小川泰志、小池直行、関洋、高木康仁、中川恵、藍朝子、菊池素子、宇川佐知子、

花村圭一郎、巻内浩、向井節子、牛島順子、佐甲万里、斉藤淑子、相馬克子、山本洋子、荻上寿美子、森田幸子、土川ツヤ子、

宇佐美きよ子、藤井律子、神戸和子、山田由美子、中西出昭子、藤井みすず、長谷川順子、杉田恵子、白沢康子、引頭晶子、

矢部紀子、中村久美、森田聖子、宮田和枝、伊藤洋子、永尾吉慧、星野道子、関根宥子、村林星子、布山敦子、新井かほる、渡

尾崎彰夫、小林照夫、佐藤康夫、玉置敏夫、松本寛、和田寛、豊野みどり、長沢きみ江、丸岡恵子、倉又富子、青木亮奥子、

辺トシ子、武口南子【高 13】藍原将夫、青木泰男、安達宏鎮、石川忠、丸山和郎、内田幸完、岡田紘明、加藤能久、河辺尚之、佐

土肥暁美、小川裕子、五味博子、源恭子、比地原正子、野田登志子、田村邦子、伊崎英子、大川薫、佐藤れい子、今野康子、

藤勝二郎、櫻井正昭、篠忠義、関根祥夫、鶴見興人、益田豊、持田文良、山岸太平、石田雅子、佐久間百合子、尾林信子、早川

大鶴英里子、青木利道、木村徹、小池由紀夫、末繁文雄、曽我和廣、田中保、外島裕、中村雅信、松岡正明、三上森丸、佐藤

祐子、中井まりえ、丸山素子、菅原玲子、東壮八、一瀬重郎太、稲垣仁義、今井一郎、太田信夫、岡本磐男、小川脩、小熊正臣、

陽子、柿沢寛子、和田良子、半田ルル子、堀実和子、辻由利子、佐倉純子、清水文子、菅野啓子、桑名みちる、日浅泉、人見

小倉正範、片野克己、神藏雄司、早川淳、岸野忠一、見目昭夫、小林鉄治、竹内篤巨、嶋田叡、菅伸太郎、諏訪立雄、関山満郎、

敬子、二木あつ子、佐々木公子、三東恵利、渡辺緑、遠藤隆久、岡田重道、小平田正行、内藤秀樹、松永譲治、吉村健一、井上

高田勲、竹内延介、長井功、成田満、原征彦、平野忠雄、福市靖、松岡亜樹、松園格、松野厚一、山本章義、吉村剛士、横沢哲彦、

秀子、瀧島恭子、大坂延子、田中克子、井口和子、田中百合恵、高橋治美、脇田清子、藤本万里、吉田洋子、手崎園子、中村操、

久保紘一、佐藤忠紘、関直樹、高野尚志、高山武生、田中昇次、田野由夫、富田邦男、中本攻、成田重雄、橋本南、林正道、林

吉川昭美、牧川真理子、小泉啓子、尾形ますみ、徳岡真紀子、柱成子、山崎春美、小山田香子、川口章子、藤田敬子、斉藤育子、

田福富、福間康夫、松村昇、水谷禎夫、矢谷国昭、村松昇、山田秀之、須賀松江、松井和子、豊田壹美、安藤京子、荒井正昭、白

土屋はる代、有馬保生、石田勇、大槻伸一、大谷伸一郎、小笠原信一、小田川有治、川島文夫、後藤健二、小林憲一、讃井正光、

井誠一、山田由美子、土井秀子、丸山美恵子、栗盛康子、竹内浩子、斉藤美子、藤田朝子、小松富貴子、佐藤和子、国澤栄子、

島元三雄、須沼洋、関屋収、高橋覚、高原善治、田沢孝、塚田直樹、登坂薫、豊野勉、中川洋一、中島寛、中村章、福原正和、

澤村英子、関好江、森瀬彬子、伊能玲子、三浦智恵子、原典子、鈴木政子、前野道子、首藤房江、鈴木光子、麻生紘二、安羅恵

三上恵只、山口達夫、山下道雄、浅香保、芦塚薫、井関典雄、石橋良孝、宇山秀明、岡本謙蔵、金子研一、川喜多利男、楠慎

仁、磯野保彦、市川敬二、岩野正美、裏田和夫、大高光蔵、栗原敏男、佐藤昂、間迪也、前川益男、後藤翠、宮崎三枝子、杉浦

一郎、茂原祥一、鈴木豊、寺章夫、並木雄平、能代良司、乃美和夫、羽生田博正、比地原正明、福井陽一、牧野吉雄、三品徹、

和子、風祭一枝、鈴木栄子、関優美、富永久子、秋本明子、小浜佐紀子、飯浜敏子、秋元加代子、吉田昭子、吉田和子、吉村文子、

宮本正信、村岡潔、脇山潤、青目益博、安部光保、石原正美、今村房雄、牛尾英明、大沢晴繁、小平幸廣、小山恵一郎、坂路

大山忠史、島崎智也、竹之内勝利、津田秀夫、中原克彦、並木昭彦、森沢武彦、渡辺昌克、山田光子、伊藤美保子、大越治子、

孝夫、佐藤博、田瀬理夫、田中憲太郎、西尾淑人、浜口芳夫、湊伸一、森政一、山本久夫、行本修、豊哲男、米谷敏、和賀井

片山満理子、小出俟子、酒井政子、庄司淳子、福島正子、高橋光子、田中順子、鎌形苓子、萩野頼子、谷口和子、早津澄子、大

宣孝、井上茂、小田長馬、柿木俊久、黒崎輝男、斉藤卓郎、藤本均、星野秀樹、夜久有滋、山岸明、陸名健治、立山香、蓮見

山久仁子、広瀬千代、斉藤正子、結城理恵子、松尾美恵子、笠原孝之、斎藤洋、笹沼正典、高津幸一、棚井行隆、坪井伸広、戸

元子、木村邦子、扇博子、野口哲子、渡辺順子、島根明子、李慶英【高 21】上田豊、玉置雄三、中根幹次、長谷川昇司、前沢

田一誠、戸塚仁史、永野信行、福田赳夫、増渕路明、百瀬武夫、中田捷子、熊林薫、荒木真喜子、MyersAkiko、小林邦子、堀

英治、吉井隆夫、阿部洋子、関根恵美子、讃井優子、伊奈佐和子、鈴木静枝、若林和子、橋本知子、増田きよみ、植村久、富

本美千子、佐々木彰子、石田徳子、阿部郁子、小川千枝子、尾見千恵子、佐藤克子、宮本昭子、川田恵子、土屋宏子、大井上晶子

永良朗、並木芳雄、松村博康、片柳法子、竹内信子、齋藤妙子、廣井真紀子、大塚眞理子、眞田りえ子、高橋和子、江成かほる、

【高 14】東信彦、追川誠、河合豊雄、久保田茂、杉山博司、染谷勇、吉田惟男、市山恭子、榎本美津恵、大久間睦子、三井美奈子、

五十嵐恵子、小林幸子、天野富佐子、富高頼子、新川順子、水島美千留、松岡弘恵、上田實、大和田誠、小野能民、加藤武、

伊澤通子、田中由紀、水口哲子、久保美恵子、夏井美奈子、木村優子、宮崎節子、高橋淑、紙谷和子、吉川康子、梶原典子、中

宍戸一晴、高山繁一、相沢真知子、小山富美、青木真理子、井出美佐子、若林雅子、平塚いづみ、原田京、平山淑枝、土田澄重、

村由紀子、佐々木幸子、角地令子、野村みや子、山本直子、田村阿津子、吉田登代子、水口成子、JAMIESON 久仁子、堀野百重、

立石和枝、倉地ますみ、樋口さち子、中川和子、中島美紀子、吉田佐由美、安部達、奥野順、近藤秀人、柴山登、戸谷典子、
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松本いずみ、白川知多、北嶋暁子、浜口はるみ、皆吉留美子、田代あつ子、難波ﾕﾘｺ、副島正子、渡辺啓子、野崎陽子、徳山幸子、

小織、TrecenoEmi、飯沢紅美子、小山昭子、山崎祐子、山本道代【高 31】足立誠、尾崎一、小田浩二、太田毅、小池輝夫、

船本三恵子、星野明子、門田順子、勝俣雅子、大谷政徳、長田宣治、池上彰、今津正、熊谷裕夫、伊吹伸安、塩路信二郎、牧

南美奈子、小野綾子、木島相子、松田美知代、小澤浩二、佐藤秀直、島川英昭、田畑博章、高橋周一、滝田正寿、鳥居隆史、

真一、森田秀樹、井上恵美、海老根夕記子、小林明子、桜井道子、大塚あけみ、曽我里美、榊原つが子、上坂光子、日向晶子、

根本通裕、原秀年、鈴木紀美枝、関島勝巳、諸井成男、矢部崇、谷口真弓、尾崎秀徳、菊地貞志、作間英明、渡邉政子、岡崎

佐々木幸子、内田知子、長富育子、森悦子、小野順子、朝倉素雄、奥澤康司、小林正男、小山徹、後閑崇、酒見知加保、築根照

理恵、荻島律子、仁科りか、成瀬和子、板山裕子、福谷みどり、渡辺一美、池上征志、柴田和夫、高瀬浩和、竹中文子、清水

英、長谷部芳郎、浜田光、本橋豊、守本純、山田武久、大塚英子、尾松恭子、内村光知子、池上義春、小俣修一、加藤和夫、

孝子、塩田容子、田中孝子、井波みつぐ、矢崎千枝、阿部純子、藩由佳子、山口順子、高塩雄一、新井鏡子、渡辺彰子、岩崎

河原秀樹、清水隆夫、田川正人、田中潤一、土田豊、林賢二、松岡耕二、松下信明、六ｯ崎知信、水島かな江、江田優子、石井

敦子、玉虫葉子、高田淳子、喜代田智子、穂積森恵、太田悦子、井上めぐみ、大坪隆明、杉田大成、武田真弓、堀井博子、黒

逸子、菊政伸子、稲垣義孝、井上益希、射水雄三、岩城隆就、薄井秀樹、佐藤敬一、新藤斎、田辺夏樹、寺師良樹、中澤裕之、

木由美、高瀬雅美、岡村康男、松林保明、田中綾子、小塚洋子、山中祐子、和藤真由子、高橋大輔、所壮行、松本武巳、斉ﾉ

中島純夫、水島清隆、宮路研一、尾石京子、紺野百世、高橋衣子、齋藤晴子、荒井滋喜、有富裕一郎、植松光一、片山茂人、

内みずほ、越原由香、長谷川ひろみ、野村麻里、小澤博子、栗原洋子【高 32】佐々木道人、渋川貴之、高橋誠、西澤章、松山

加藤大作、澤田章、田口隆、谷山邦雄、露木薫、手塚登士雄、伴野保志、長嶋敏美、西留信行、野上衛、山口耕太、吉野茂紀、

浩久、山田忠広、米山健生、大野永美子、浅野千鶴子、石川研一、井野悟、斎藤拓、竹井真一郎、武部慎、田中秀明、藤間芳

荒井愛子、矢吹朝子【高 22】伊勢家徹、佐々木哲男、高橋健一、土屋正己、中村直登、松倉正雄、安田和久、河合万里子、高

郎、中嶋仁志、棟方隆一、渡辺正明、石井寛良、大川洋、宍戸泰治、高崎聖一、田中浩昭、中村英俊、源芳朗、百瀬直哉、小

原典子、内野栄吉、印牧直文、小美戸正明、滝本行正、土田喜久雄、中村知計、北本雅子、内野りつか、稲葉吉尚、加藤平三郎、

島さゆり、菊地かおる、梶原利江、大箸純子、久保田佳子、井上敬夫、大澤知規、志波博幸、鑓田政信、大田典子、木原京美、

斉藤寿仁、坂梨俊彦、佐々木路夫、安積明、永原幹夫、西博孝、守井淳、野村照美、木村和美、岩浪秀夫、神田幸人、肥沼年光、

小関佳代、野崎ゆり恵、片岡直樹、山崎晴規、稲葉裕美、野村いづみ、関口佐千子、中村由佳里、相澤裕子、仲沢浩一、西本

島崎和男、田中英一、原隆弘、藤原潔、宮崎正是、山口愛二郎、山本哲郎、向原粧子、山上富貴子、山本君枝、平野京子、上

英人、嶋康子、小林美恵子、浅間裕美、小倉扶美子、伊東光世、横山美保子、土田まゆみ、森崎延香、市川真里子、大原博、

村壮平、川本研、佐竹大隆、林尚登、吉野隆、渡辺敏朗、勝又知子、林久美子、高橋ゆりあ、永島万代子、木下初枝、佐藤順子、

岡本昭彦、杉山智、永良高二、西村丈二、三谷博和、柳川健、青木てる江、服部文子、小沢紀子、河野久美子、石井直美、横

岡部泰子、畑紀子、佐藤登美子、矢崎厚子、関谷待子、横川玲子、宮森貴美代、石田正一、岡安則、斉藤良造、佐藤滋、高山

川清子、園田美千代、阪倉亜矢子、中嶋泉、田村恭子、福島瑞枝、武田雅雄、桜井明子、下山ひろみ、久池井幸子、西原恵子、

知也、永野茂生、水野昌一、吉野昭、杉山真理子、櫻田晴子、鳥山由貴子、小林美恵子、鈴木千春、石垣充、澤村和男、寺田

岡部俊一、藤倉彰夫、星典子、杉浦智恵、檜木優子、昇多加代、若井敦子、藤間千高、樽美智代、三海裕子【高 33】上原英雄、

隆郎、平田実、平野洋一、松本猛、山上明、渡辺哲伸、岡田桂子、小島玲子、後藤三千代、木村正美、大森順子、水谷三枝子、

山中和雄、小川京子、舟竹加寿代、青柳伸之、海老澤良弘、駒野武志、高橋邦敏、久富雅男、荒井真弓、後藤佳子、福原紅実、

荒木佳代子、河北康子、川副泰治、斎藤健郎、古江正、三宅良明、山田豊、一橋忠、高田早苗、後藤順子、宮本和美、浅井芳子、

川合康雄、寺田勉、練馬洋、村木康成、山田雅之、山口由起子、近藤直子、平林恵子、数見佳子、潮享、佐藤幸、矢口秀哉、

小美野弘子、玉利桂、斎藤正義、高原啓二、田代浩、花澤亮司、平井秀明、下山たえ子、中村香代子、東廣子、丸井妙子、川本

吉岡秀樹、山崎緑、岡田文武、千葉智久、堀田正俊、森田優子、岡田亜津子、柳公子、高部文子、千葉清美、小松朋子、小曽

律子、鈴木典子、小林佐江子、武藤陽子【高 23】雨宮徹、伊藤善康、大久保博司、木田博史、寺沢亜志也、中嶋文雄、蓮香

根達悦、桜井健、佐藤清、真田寿彦、氏原洋子、高木由香、町田博美、門田靖子、片山成美、東泰弘、田中浩司、本田幸彦、

公雄、福原由雄、渕田芳孝、茂木宏、山越亘、篠崎栄美子、嶋田英子、佐々木登美子、石垣茂、片桐健、木原強、木村堅治、

森林慎介、渡辺俊昌、塩崎裕子、鈴木裕美、大石由加利、竹内裕子、鳥越久美子、石橋克彦、市原稔、内田雄三、佐伯禎彦、

関川裕、染谷滋、高橋誠、谷口芳男、寺田晃、東龍夫、平井真人、藤沢康司、正木研朗、御厨健史、宮田龍、立石和恵、今

古川存彦、森谷誠、小原智子、塩川敬一、田中宏治、古川健士、佐々木悦子、久保田美穂、伊藤由香里、戸原真由美、小石寿子、

薗曜子、伊能泰夫、石川正博、石田千秋、岩本章、大谷浩彦、岡田充弘、㓛刀郁朗、小林一郎、小林安夫、佐藤純、高橋敏彦、

山名貴美子【高 34】巌桂二郎、浦野純司、加藤伸彦、木村智寿、吉良隆、中井洋明、古田智久、堀素史、山浦直人、田村千

藤波秀雄、山口隆雄、吉富史法、渡辺信夫、野村昭子、古谷辰美、新井克洋、有川悟、岩下孝宏、植木雄二、太田新六、嘉勢雅

賀子、木村伸子、樋口千恵子、荒井謙一、小栗太郎、川口章、田村良夫、月岡庸之、藤江慶一郎、山本晋介、中山美子、日笠

則、木村修、小林秀典、篠原俊輔、平敏朗、田辺映二、友岡和彦、萩原正俊、吉廻亮、大澤千代子、三輪容子、山崎佳代子、

浩美、島田尚子、松本美穂、大浦高之、小荒井優、平田英一郎、星裕文、浅野信子、鈴木千乃、望月佐知子、利根川友一、矢

野口英子、獅子野秀美、篠崎達臣、野口茂、松浦哲也、菱川雅子、小沢芳美、高谷百合子、関玲子、小林栄子、永井順子、大

作直樹、山田真由美、高松由起、川副美智子、篠原一馬、永井昌史、吉野良子、宮子あずさ、本橋恵美子、磯田丈弘、佐藤信一、

富部美千代、野村由紀子、鈴木徹、福田穣、正森敬司、磯崎潤子、御厨妙子、堀田彰子、福田陽子、木下直美、中川由美子、

田代研、松葉春樹、高田圭子、阿部佐智子、斉藤のぞみ、浜眞弓、十時美智子、田中美幸、小林季美、菊池良、高野正樹、

後藤洋子、田中かほる、金子優子、常見陽子、秋山美保、大内寿子、矢部政子、竹谷玲子、森千代美、林茂夫、福島孝雄、大

木幡剛、山田進、楠祐子、竹内恵子、柴田ゆかり、前原麻子、萩原久美子、藤田雅子、大沢麦、小柴秀昌、柴山滋、村田英幸、

谷洋子、佐治恵子、斉藤尚子、阿部てるよ、小池孝子、盛岡美由紀、佐藤倫子、三島啓子、栗原良子、小松原ハルミ、井上幸子、

近藤直子、加藤輝幸、桜庭憲治、嶋辰一郎、礪波英樹、堀田雅己、松場昇、山口武士、香東久美子、福本ちあき、大野理恵、

牛山静、岡佳子、鳥居裕子、茂内美和子、石井裕子、西木裕子、和田公子、鈴木真知子、大野真史、中村正、古川実、森下徹、

佐久間悦子、矢島幸恵、伊藤佳子、吉川順子【高 35】岩倉光久、田中善範、田村浩平、真柳直樹、三井登、田中君枝、島貴史、

吉川隆弘、蓮香宏子、相馬洋子、赤松敏子、那須美佐子、福島まゆ子、篠崎郁子、三上百合子、佐々木擁子【高 24】秋谷久嗣、

杉浦慶太郎、高橋俊栄、田平秀俊、千葉太郎、新田秀行、前田典昭、盛弘之、三宅ゆかり、田畑博章、西村浩一、河南真由美、

五十嵐徹、瓜生原信輔、加賀谷政樹、北山勉、島村春樹、鈴木修、福嶋雅喜、星野明義、松崎昭夫、松元邦彦、堀口真知子、

岩井智世美、小嶋京子、三好智里、根本智子、市木政昭、上田誠、小山信一、財前啄郎、馬場建郎、宮下朗、立澤由貴恵、

高橋晶子、秋山祐子、永島和宏、古城健二、小林健治、小谷野洋一、鈴木利家、鈴木元光、寺川重俊、彦坂和雄、藤井英世、

村田美生、内山美和、山本真理、中嶋紀子、大辻彰彦、小倉俊行、小原一晃、黒田治、宮田俊一、織部みゆき、福井幸子、加

真柳仁、山川新、成富優子、南部真知子、山口知子、有末賢、安藤善朗、大槻雅彦、木本芳夫、小泉雅史、斎藤聡、佐藤良幸、

藤三紀彦、関利樹、瀬谷賢一、鹿島美鈴、佐藤千秋、加藤麻希子、寺崎真紀子、中小路淳美、馬場靖代、飯田寛子、大橋貴志、

塩崎雅一、鳥本次胤、黒木径子、羽中田彩記子、青木繁、伊藤明彦、小倉力、木下成夫、逆瀬川浩一、島田雅史、藤井康彦、

久保井礼、鈴木啓順、仲俣雅章、星牧人、前田裕之、佐藤真理、伊藤尚美、佐藤絵里子、青木まり、野村慶哉、依田敦、小

山田衛、岩崎直子、小池聡、柴山利美、高良聖、松風慶一、柳知子、杉本幸枝、石坂和香、中岡佳良子、Lesiie 信子、長澤陽子、

津智江、渡邊紀美子、田平直子、田崎久美子、辻えり子、渡辺英美、小坂康文、小林弘明、仲田学、永島智子、大塚いずみ、

近藤恵子、高橋真基、久保田陽子、折茂祐美子、水越千恵子、幡谷雅則、原田公彦、小山真理子、島崎万里子、古谷寿枝、奥

栗栖なおみ、下村玲子、小林美穂、富岡彰子、小堂緑、矢口智美、湯浅幸子【高 36】谷口浩之、福住勉、青木京子、伊与部智子、

山庸子、松枝亜津子、玉利恭子、藤野貴子、高橋恵子、臼井麻美子、内山直記、大塚正志、山田博和、山中洋子、諸星悦子、

大石真木、岡博幸、綿貫美穂、丹羽朋子、関矢真理子、和田佐知子、尾関大祐、胡麻本恭子、飯田路佳、熊谷直人、鍋田千景、

松橋京子、鈴木優子、米橋一美、永井京子、吉田洋子、飯田和子、檜山博子、尼崎清剛、石川経、石原信和、森正和、古賀優美、

山名章子、本橋淳子、今岡裕子、河津正典、山田公城、佐藤直子、和田ゆかり、蒔田徹、池永雅子、織間はるみ、吉澤直子、

吉田洋子、新田啓子、酒見順子、谷上伸子、安部和枝、小泉千晴、秀島光子、田中成子、武藤由利子、遠藤淑恵、安田容子、

浅見浩志、丹下慎一、長山卓史、綿貫昌弥、矢代紀恵、大久保教夫、北野雅康、坂岡桂一郎、高橋穣、長谷川美加、押村和孝、

松本京子、金子知樹、沢田直彦、高部伸、矢萩峰之、山本朗、江沢優子、田中佳乃、宮野厚子、片柳洋子、北詰泉、木村洋子、

鈴木秀和、中原宏、二階堂健、平田勝裕【高 37】川守田広子、和田真保、野口修、江口八須代、浦田幸子、児玉まゆみ、寺島

中川博美、沢木文子、海野ゆう子、山本雪代【高 25】磯崎淳二、今村計、宇多正行、梅村和正、柏村友彦、佐藤敏之、田川祥

敦子、平林直子、柿内健介、高木文夫、西田賢治、遠藤典子、栗原千春、福井裕美、依田尚子、岡村昭夫、鈴木憲二、玉置好徳、

一郎、田名見亨、永井宏、中村武夫、橋英夫、橋本俊英、細井吉郎、吉田寛、和田達夫、横山恵美子、湯原真由美、朝比奈裕利、

露本敦、並木和弘、市村恵実子、斉藤千景、加野久美子、増原紀子、大藏美樹、大島佳子、木田隆生、中野大助、市川純子、

市川博之、植松一幸、風間比呂一、高橋敬二、田辺雅秋、谷口俊三、鶴岡徹、鳥澤雅、中川隆、中村修司、山崎清史、内藤祐

岩渕美香、小野一博、川勝秀彦、坂口創、篠田研二、房野成実、本間次郎、前中滋光、清家正博、高田正徳、田中秀明、短田

子、須永雅子、川村千年、池山剛、石戸谷裕英、川村晃、小山和伸、佐倉弘持、三田章博、高木英守、土井悦郎、内藤健吉、

聡志、梶木淳子、早川多美、今村次郎、大藏博、中村聡、久保田明紀子、白石雅子、山藤有子【高 38】川辺太郎、伊藤京子、

中村武義、升本喜夫、吉富正尚、秋山典子、仲田由美子、石田浩、伊藤攻、岩根祥隆、尾崎健夫、柏原啓二、剣持孝吉、後藤

堀妙子、飯田千賀、池田孝子、青木太朗、西沢寛能、浅沼智子、高田直子、堀口陽子、森谷修、大久保陽子、大嶋知子、門

博一、田島弘、富樫浩之、中田靖、二上貴夫、吉浦信幸、岩井千生子、功刀純子、逢坂千香子、柏村真弓、岡真佐志、飯島一彦、

倉由紀子、宮田真理、坂下達也、横山健太、大浦美保、圓井由里、片桐慎一郎、熊谷淳、坂田光平、清水達朗、桜井勢子、

西塚春義、吉田謙、川島貴子、上田裕子、佐々木弓子、山口暁子、三室裕子、大須賀誠、松原晴巳、宮園由紀子、石井美帆、

佐藤尚子、粕谷智之、品川廣太、高田昭寛、豊島誓一郎、進藤敬子、上山雅久、岡本正法、木村亨、細野桂、井口努、神原翼、

豊田悦子、山田由姫、原節子、白方操、島野裕美、寺田啓子、梅沢教行、榎本三千雄、加岳井広、河崎明宏、中川桂、宮川修作、

三好智之、横山雅子【高 39】並木義弘、鹿志村久美、福田佳代、尹ちな、斎藤昌孝、元谷寛子、小曽根史代、山本紀子、浅

藤野欣哉、中山佳代子、渡辺和美、丸山由美子、福井紀恵、柴田正子、山崎あゆみ、関屋利恵、内村伸子、竹歳三千子、渕川

見朋子、吉澤和、高山玲子、玉野洋一、短田ゆかり、菊地淳子、松本佐和子、丸橋茂晴、長谷川あずさ、島田夕香、長谷志穂、

恵子、浜尚子、上田佳代子、戸松英子、田中ひろ子、河野みどり、足立祥夫、榎本洋一、大橋裕、小川正幸、風巻清英、加納

大塚竹郎、貝瀬都武、毛利伸介、岩本一盛、中西悟司、梅田雅芳、村岡頼憲、岩田祐子、布施暢子、渡辺佳代子【高 40】石橋

達信、貴村克己、斎藤弘、羽部公彦、宮本茂樹、市田直子、石上敦子、長屋淳子、大隅暁美、福田由香、久野千秋、澤村めぐみ、

弘毅、山木正一、泉朋子、大野睦子、村澤和恵、千田恭子、嗣永典子、溝口育子、柴田昌寿、足立健一郎、飯塚賢一、加藤信

今玲子、柴田明子、国分弘子、山本幸恵、梨本好枝、東真理子、佐野恭子、見城伸子、内村賢一郎、鈴木稔、高橋徹、東郷良

博、宇田川令子、坂口緑、片桐真奈美、須藤陽子、樋口葉子、阿部律子、山田真奈、桜井幸久、高橋健一、高柳幸一、茂野千

英、相京典子、阿部信枝、塚本美貴枝、高橋晴子、片山周子、山口恵美子、浅野えり子、山本奈々子、堤愛子、會田幸子、酒

絵子、安部敬子、磯野利香、池田恵美子、熊崎義紀、高森泰人、橋本健太郎、池上直美、松成以知子、中村悟、久保田賞子、

井美智代、井上礼子、大森雅子【高 26】池田明、大坪均、菊地豊、笹川康夫、鈴木信吾、松本義文、森繁朗、谷治環、相山裕子、

高林ひとみ、榎本豊、大槻国彦、竹下太朗、多田真浩、塚田達彦、後藤辰男、福島実、山村哲、戸田悦子【高 41】伊藤敦、大

小笠原知子、酒井泰男、武井好三、高木佳辰、田中稔、満島哲夫、杉田薫子、石田徹、伊藤信行、稲毛田正則、上原正美、大

橋徹也、加藤康史、長谷川誉浩、松浦徳郎、太田里奈、宮田敏行、八代まゆみ、島田美紀、小須田直弘、山縣八寿子、森田大

神田庄一、岡田稔、斎藤正彦、澤本健之、下島満、関口修一、沼田英一、丸谷泰、山本晃、河崎知子、山下昌子、小原佳子、

三、三田愛子、榎本みゆき、藤田景光、小沢梅樹、辰巳典子、須藤雅彦、滝沢正明、八谷道明、湯口眞紀、坪内洋輔、安多清、

一文字正幸、川俣裕之、木村憲夫、茂田哲哉、紫宮芳和、高宮正芳、竹本義之、田島保明、加藤勝信、和保恵子、黒田佳良子、

山田哲【高 42】加藤悦雄、小松原良次、星野千香子、久保俊一朗、竹山博之、田中貴、長岡聡子、井上理香、瀬川亜矢子、藤

五十嵐幹雄、大原宏司、吉川真広、小堀宏、近藤唯志、長縄三明、絲川佐知子、間中順子、山下由貴子、五十嵐京子、柏崎佳

田夏代子、小柴いずみ、宇田川滋正、戸田敬久、石井敦、進藤照久、石田律子、有賀知、尾田一郎、田邊嗣朗、今別府あゆみ、

代子、寺村喜江、矢守裕子、三好明子、小松憲子、白石泉、横山由美子、遠藤剛史、川上圭介、後藤卓也、平野弘道、加藤尚子、

高井啓秀、田中希歩、中村匡宏、松井博道、山田衣香、生越啓、田中克典、山内真、和田東樹、吉松泉、久保志穂、金子成雄、

馬瀬美由紀、藤本ゆみ、清水直子、木村恵、江口勇、木村武彦、坂爪邦雄、西山哲、三宅織江、高松道子、伊藤明美、宮本

佐伯悌、佐藤公則、中尾裕則、保科昌彦、山本勝治【高 43】春日康伸、高松知文、入船淳子、柄本富美子、重岡希、下野淳子、

晴美、小平留美子、依田直子、石田伸枝、安永淳子、松田久美子、向井恵子、植木正大、大野幸宏、河村裕志、柴武志、柴崎

鹿島圭亮、加藤和子、大石亜希子、永田智、嘉永領、向山綾子、石井塁、佐藤淳也、鈴木幸一、中橋直樹、石川真理子、小林

幹男、永井幸寿、牧野正、中西和代、世良田あゆみ、岡崎真美、藤田昭子、臼田典子、尾藤恵子、成田美奈子、平野ゆり、佐々

智仁、稗田亮、本間寛之、本間ルノワ、錦織晴幸、岩田ひろみ、岡本憲、加治佐英樹、大道寺敦子【高 44】堀越元紀、吉川太二、

幸子、山野辺裕子、加藤和之、武田信正、園田真理子、内藤幸子、今村真理子、小林泰子、山本久美子、並木久美子、榎本

市橋直子、占部恵美、上野史恵、中尾緑、篠奈穂子、伊東よりこ、勝見博光、田中里奈、清水希、鈴木麻衣子、藤巻はるか、

真由美、赤池俊子【高 27】海津博之、小宮全、清水宏紀、舘野誠、東晃夫、藤井慎一、伊藤由美、青野博由、荒賀康徳、飯

植松直、植田美亜子、国分圭介、林田素之、中村広幸、山崎健吾、渡辺道之、石川香織、島村優理、山崎未来、本間紀子、土

田良弘、岩間浩一、久下亨、小林壮一、佐野健二、武藤猛、矢部泰博、北條ゆきこ、諏訪峰子、島田礼子、山田克世、伊東利朗、

谷英範、赤堀創、中津留勉、土田久美子【高 45】山本彩、佐藤亜紀、蛭間弥生、藤井郁子、山口恵里、五十嵐由浩、平野朋子、

猪又英夫、宇多信敏、大久保高秀、鈴木睦、曽根田利忠、宮舘靖、原香代子、宇野伸一、川口純一、西原口治、横島晃、小野

佐藤純、高橋真喜、田村亮世、小泉博和、伊藤涼子、飯島綾子、北口美穂、浅沼太郎、秦寛也、北沢春佳、楳沢和人、小林勇

敬子、益村典子、沢谷繁幸、濱田和章、矢代吉男、島野昌子、奥ﾉ坊順子、山舘昌代、北村純子、西田典子、瓜生道雄、牛山裕光、

仁、髙畠裕介、尾形聡子、清水英子、古川理枝子、林由理香、木戸貴光、白井久一、芳賀章浩、星野緩美【高 46】岸本建人、

熊木健次、島信一、関根俊一、赤熊めいこ、渡辺真有美、堤香代子、木村満美子、大久保教子、片桐靖子、髙橋真紀子、熊

樋口武志、前田将多、中島恵美子、斧達也、安斉剣、青山成道、鈴木和貴、松葉香奈、稲田洋子、前田由里香【高 47】辻川浩史、

木維津子、斎藤薫、岡橋典子、津村真理子、元西恵子、早川由美子、堀越隆子、松原繁子、赤峰秀敏、野口重雄、宮崎雄三、

内田麻衣子、古川雅子、栗原知子、伊藤愛、関口雄一郎、藤木健介、大林岳史、小林弘明、小柏匠、芳賀祥浩、平野俊也、久

相原裕美、小林由美子、嶋利恵、Vardijan 淳子、荻本荘子、玉木由紀子、五十嵐浩一、印南明彦、神山正行、小泉信司、荒

世濃子、加納武明、渡辺弘毅【高 48】大野太郎、戸村真紀子、田原謙一、中村咲子、門井健次、杉山学、安達朋子、竹村菜

木みどり、片岸直美、obreykov 絵美子、小野沢真美子、牛田聖子、太田繁、加藤賢一、川合規之、田村克彦、鈴木英夫、松

津子【高 49】増子憲太郎、大澤誠一、三木直美、河津秀範、白井里奈、塚田美奈子【高 50】大矢愛、渡邉愛理、加藤正樹、

浦嗣人、小川洋子、池田妙子、藤井とし子、岩森直美、甲斐喜渡志、竹林悦子、小原沢啓子、末永幸子、下川優子、柴田真弓【高

山本篤【高 51】匿名希望

28】新井武、安藤雅生、市毛芳伸、榎技計人、城口直人、田中雅博、中野栄一、畑弘人、林靖人、松村秀樹、山中博、山村剛、
高瀬任子、森和子、小林信、坂口隆義、佐藤謙一、篠山耕一、西田真之、平井優、藤本義典、守屋直樹、中村喜江、鈴木さゆ
り、平山美知子、沖田光正、木谷重和、木元弘、鯨井寛司、島田昌明、志村勇、高橋伸公、長野宏一郎、根立隆一、宮井修二、

寄付者一覧〔氏名（寄付額千円単位、期）〕

三好康司、山口章、小林洋子、内田康之、加百晴一、亀田政弘、堀越和雄、小沼純子、永井直子、尾崎久美子、伊豆内薫、内
田智英、虎岩直子、堀江加代子、相馬園子、藤沢久美子、高橋順子、横尾享子、飯塚敏之、今井博之、奥山晴英、桑田尚志、

早川淳（50, 高 13）、須賀功（30, 中 01）、池田茂（30, 高 01）、高津幸一（30, 高 13）、大山高根（20, 高 08）、串道昭（20, 高 16）、

小林俊雄、高水英寿、山下直美、山田嘉彰、平田一穂、石井園子、鶴田斉子、坂東庸子、津浦たか子、朝枝晴美、都筑理世、

和泉直子（12, 高 16）、飯島信枝（10, 高 16）、高木登茂子（10, 高 14）、塩沢美智子（10, 高 10）、本 橋達朗（10, 高 10）、藍原寧

水野淑子、小林淳子、中村みち子、岡本真幸、柴田薫、武井勇信、成田信市、古畑基樹、三木孝治郎、吉田泰、浜本みどリ、

（10, 高 10）、織田和子（10, 高 10）、久内治（10, 高 08）、松本旬子（10, 高 18）、片山隆（10, 高 08）、野口悦子（10, 高 10）、清水

菊本美雪、丸山弘子、笹原順子、松岡桂子、田代康子、石垣由美子、海内妙子、深沢真理、渡辺伊豆美、植木裕子、板垣誠、

真一（10, 高 08）、亀井静香（10, 高 07）、村井和郎（10, 高 06）、河北アヤ子（10, 高 05）、藤原良弘（10, 高 05）、溝口皖司（10,

内島寛之、大羽康弘、小野田淳一、清水義裕、鈴木亮、高橋美重子、市川範子、野島陽子、菅和子、今泉嘉代子、小菅治美、

高 03）、赫彰郎（10, 高 03）、奥谷良一（10, 高 01）、田中英道（10, 中 02）、小川洋子（10, 高 08）、北川典子（9, 高 09）、中江和夫

柳典子、月岡淑技、竹内京子、川村智之、野田広志、小林聡子、伊藤信子、山下有喜、伊能圭子、妹尾洋子、前島純子、河合

（9, 高 17）、牧野郁（8, 高 10）、有田二郎（8, 高 06）、野辺裕治（7, 高 18）、山本晃（6, 高 26）、山岸敬司（5, 高 08）、宇田川公子

美幸、粉川玲子、越原理恵、山内明美、佐藤智恵子、清水由里、山田しのぶ、河田龍子、朝倉智寿子、槙原信二、相馬広、田

（5, 高 08）、清田健司（5, 高 14）、杉山肇（5, 高 06）、豊嶋志朗（5, 高 06）、小川千枝子（5, 高 13）、戸田一誠（5, 高 13）、浅野稠

中大介、西澤正博、野村敏志、萩原典子、柳沢千恵子、島崎三枝子、鈴木芳子、澁谷玲子、藤井由美子、渡辺祐子、御田基子、

子（5, 高 08）、堤美穂子（5, 高 08）、村上広（5, 高 15）、谷治正孝（5, 高 08）、二宮靖子（5, 高 08）、松村正道（5, 高 08）、吉富正

草川千都香【高 29】荒巻圭士、上津原勉、小櫃由樹生、加藤健次、川上浩、齋藤俊夫、松本春生、宮島悌男、山下至、山本耕

尚（5, 高 25）、岸野忠一（5, 高 13）、徳田達哉（5, 高 56）、比嘉高（5, 高 04）、三上恵只（5, 高 20）、山下善雄（5, 高 16）、山中孟（5,

三、吉岡幹夫、鷲山重治、成富希緯子、垣花千春、今枝俊哉、黒川亮、高山久司、田村信彦、寺田岳生、中野真、前岡正憲、

高 05）、川崎肇（5, 中 03）、浜田安子（5, 高 03）、長谷川浩吉（5, 高 03）、船本三恵子（4, 高 21）、南都（4, 高 14）、大澤登（4, 高

百田浩、横井修、鈴木悦子、松下淳子、天沼邦彦、大野タロウ、上司郁男、川島文彦、金原尚登、倉橋節也、高野三千秀、田

05）、島田きよみ（4, 高 11）、吉田登代子（4, 高 14）、片桐利光（3, 中 02）、尾崎昌凡（3, 中 02）、中山堯（3, 高 08）、杉浦雄治（3,

中宏尚、永岡敬、野口起正、野田由男、服部俊一、比留間雅紀、村井明光、渡邊敏明、森田美保子、麻生あつ子、伊藤恭輔、

中 01）、鈴木美香子（3, 高 09）、猪股麒一郎（3, 中 01）、藤井宏（3, 中 01）、中島一（3, 中 02）、仲沢浩一（3, 高 32）、塩野アヤ子（3,

片江康雄、国頭博行、外記直幸、谷嶋牧夫、羽生裕治、石川明美、梅田利枝、高橋智子、吉田玲子、猿山洋子、岩重明子、中

高 07）、矢島十三子（3, 高 06）、小川敬三（3, 高 04）、猪島大（3, 高 06）、伊藤与嗣男（3, 高 06）、比護大介（3, 高 60）、伊原礼子（3,

川るな、吉川久美子、野田麻里子、杉山裕子、森本雪絵、大石憲司、岡野稔、河口泰史、蔵田恒夫、佐々木政伸、鈴木伸司、

高 05）、田中房代（3, 高 05）、松岡五郎（3, 高 05）、清水靖夫（3, 高 02）、河野正昭（3, 高 17）、杉山武彦（3, 高 15）、植村久（3,

中村哲也、長谷川政、米山徹、蟹江慶子、関根明子、正木裕美、宮内和子、岡本知子、中村まゆみ、隠岐京子、高橋麗、伊東

高 21）、真田宗興（3, 高 11）、布施百合子（3, 高 14）、黒子経雄（3, 高 11）、田中昇次（3, 高 13）、角張洋二（3, 高 08）、広渡俊明（3,

幸子、田中裕子、浜口洋子、田辺敬子、松田明子、内藤みゆき、石井秀樹、臼井勝胤、長谷川政光、松崎義隆、村松弘之、山

高 15）、字引重威（3, 高 14）、中川徹夫（3, 高 15）、高井千恵子（3, 高 18）、田島寛（3, 高 10）、寺師良樹（3, 高 21）、滝沢建子（2,

田郁文、佐藤昌子、森田栄子、前波奈保子、戸田麻理、長谷川祥子、岡松理香、秋田茂、植松光義、大久保靖、川辺洋二、

高 16）、清水義裕（2, 高 28）、松田明子（2, 高 29）、上村壮平（2, 高 22）、児島有岐（2, 高 07）、中川康夫（2, 高 07）、越原理恵

道山幸一、山崎恭一、池田優子、西田知津子、夏目直美、天沼道代、信田睦子、中村美智恵、疋野静枝、斎藤悦子、馬場泰子、

（2, 高 28）、越原由香（2, 高 31）、落合永二（2, 高 03）、浜野章保（2, 高 06）、中里貴久子（2, 高 16）、岩田啓子（2, 高 16）、石坂

山本美登里、西村久美子、加藤一美、足立正、岩重佳治、岡見晋太郎、平光康晃、大久保小舟、今村千恵、小櫃澄代、石川

道子（2, 高 06）、富永功（2, 高 11）、松本智子（2, 高 16）、藤山彰司（2, 高 01）、金沢健蔵（2, 高 10）、下弘明（2, 高 12）、小宮良

八千代、向谷万紀子、池田意都子、戸嵜紀子、塩澤朋美、武者順子、高宮式子、板倉和男、稲森雅之、大沢康夫、進藤一英、

雄（2, 高 12）、六笠元子（2, 高 08）、中津留勉（2, 高 44）、小胎勝（2, 高 09）、長沢忠一（2, 高 09）、林潤（2, 高 08）、豊島公治（1.1,

大門誠、杉山正樹、村井公樹、尾首容子、倉田泰子、田島由美、辻恭子、馬場真寿美、田中秀美、中村万里、菊池美紀【高

高 17）、石井逸子（1, 高 21）、安井昇（1, 高 04）、竹田節男（1, 中 01）、細井典子（1, 高 16）、村松弘之（1, 高 29）、四居誠（1, 高

30】五十嵐透、大原禎裕、神谷昇太、白石清、鈴木淳雄、柄脇弘人、藤井方毅、松江正彦、芳井晶、大坪由佳、山下直子、浅

19）、鈴木春実（1, 高 17）、五十嵐孝夫（1, 高 03）、田村和恵（1, 高 17）、大坪由佳（1, 高 30）、阿部孟（1, 中 03）、木村隆二（1,

田奈美子、有野祐光、鎌田智彦、小林貴美、角田誠、羽田智、松井久二雄、坂井真由美、赤坂幸代子、東正太、阿蛭義典、

高 17）、小川陽弘（1, 高 03）、石川香織（1, 高 44）、鍋島力也（1, 高 02）、浅見文夫（1, 高 04）、林久美子（1, 高 22）、田中佳乃（1,

石塚忠男、大迫典久、大塚聡一郎、小澤佳彦、葛西康夫、小宮山浩司、篠原裕、原久美子、高島朗、滝沢清児、石黒千智、熊

高 24）、長谷川成子（1, 高 10）、木本芳夫（1, 高 24）、辻井みどり（1, 高 09）、柚原美智子（1, 高 09）、古山宏（1, 高 09）、山田と

谷直子、熊沢有子、小池牧子、亀井順子、児玉恵、鵜名山裕明、片桐俊明、竹内智子、美和千鶴子、佐藤経子、小林ひろみ、

き枝（1, 高 09）、大槻雅彦（1, 高 24）、関口政利（1, 高 19）、岩田寿郎（1, 高 10）、土屋美弥子（1, 高 08）、荒賀康徳（1, 高 27）、

平尾裕子、横山はるみ、河野敬史、船津毅、丸岡正、秋田淳子、西城淳美、椎名道代、大島寛治、佐藤誠二、破毛謙、堀正哉、

土屋雅春（1, 高 06）、塩田順康（1, 高 12）、渡辺浩通（1, 高 15）、小出俟子（1, 高 13）、駒井正（1, 高 14）、渡辺勤（1, 高 06）、柚

吉田収、坂野幸、梅林美江、桑田真理、中島由美子、峯章子、河地尚之、榊宣宏、千田利幸、簗茂之、山本孝文、佐藤薫子、

原修（1, 高 06）、村上昇（1, 高 06）、村井明光（1, 高 29）、幡谷雅則（1, 高 24）、永井満（1, 高 06）、鴨田博伸（1, 高 06）、市村悦

田藻房美、長谷川多嘉子、大沢聖二、小林太清、薦田均、横川雅之、浅野ますみ、田形いく代、田中啓子、大野久美子、浅居

子（1, 高 14）、鈴木富美子（1, 高 14）、大橋陽子（1, 高 05）、佐野健二（1, 高 27）
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それぞれの 自主創造の大理想 を熱く語りませんか？
「校友の歌」にある「自主創造の大理想」という言葉をおぼえてますか？ それぞれの「自主創造の大理想」は
何だったか、熱く語ってみませんか？ 今回は「９の会」が懇親会の企画運営を担当します。
と

き

ところ

2009 年 10 月 25 日（日）
定時総会：母校円形校舎１階
13 時 30 分〜 15 時 00 分（受付開始 13 時から）
懇親会：練馬区立勤労福祉会館
15 時 30 分〜 17 時 30 分

会

費

3,000 円（ただし 56 〜 61 期は 1,000 円）

ご出欠（その他ご連絡）は同封のはがきで 10 月 15 日迄にご返送くだ
さい。
いずみ会会長
９の会会長

早川
安藤

淳 （高 13 期）
幹男（高９期）

などにならないようにします。

平成 20 年度いずみ会懇親会報告

に感謝申し上げます。
今年も、いずみ会の発展のために、皆

また、母校の文化祭も担当することにな

昨年は、舞台は地球 それぞれの地球

さんのご協力によって、大いに盛り上げよ

り、今年は過去の
「卒業アルバム」を展示

うではありませんか。

することになりました。個人情報に関する

新８の会会長

片山

隆（高８期）

の歩き方 のテーマのもと、母校での総会
のあと、総会場で、８期竪野正三氏の撮
影になる
「昭和 45 年植村直巳による日本最
初のエベレスト登頂」映画を竪野氏の解説
により見、懇親会は前年同様練馬区勤労
福祉会館に移して開催しました。

自主創造の大理想

懸念もありましたが、どうやらクリアーで
幹男

きる見通しです。懇親会も同様に展示を予

今年の懇親会は卒業期に
「９」
のつく
「９

定しております。多くの方のご参加をお待

９の会会長

安藤

の会」が担当します。
主体になるのは 19 期生です。

懇親会場では、バイクで世界を走り回

先ず総会の際、時間を頂き、９期生の

る18期賀曽利隆氏の姿を映像とインタビュ

山下泰子さんがネパールで女性の地位向

ーで映し、また、その他世界を歩き回って

上を目指し、女性教師を養成するための

おられる方々の写真をパネル９枚に展示し

活動をしており、その様子をVTRで 20 分

て、紹介しました。

見ていただき、10 分ほど簡単に話をしても

会は、有名銘柄を揃えたお酒と、ケー

らうことになりました。同窓の女性が、海

タリング業者による多彩な料理と、石井前

外で素晴らしい活動をしているのを皆さん

会長のご提供による飯能の地酒とに囲まれ

に見ていただきたいと思います。

て、菊地校長のご参加も得、総勢 239 名、
大いに盛り上がりました。
締めは、28 期の有志による急造応援団
とは思えない程鮮やかなリードのもと、校
歌・校友の歌を斉唱しました。
そのあと、初めての試みとして、会場内に
２次会の席を設け、飲み足りない人、グル

スローガンとしては大泉の基本に戻って、
自主創造の大理想 を掲げようと思いま
す。この言葉は、
大泉高校創設以来謳われ、
幾多の大泉生によって培われてきたまさしく
「伝統」であります。来年度、中高一貫校と
して新しいスタートを切る大泉。次の世代

ちいたします。

広告募集の検討開始！
いずみ会 会報 では、次回
（来年度）
の会報よりより見やすい会報づくりに向
けて全面カラー化の実現など検討中で
す。また同時に会員の皆様からの
「広告」
を募集することを検討しています。内容、
スペース、広告金額など具体的なことは
これから検討していきますが、是非皆
様からのご意見をお待ちしております。

いずみ会連絡窓口
ご意見やご感想、住所変更などは下記
へご連絡をお願いします。
〒178-0063

練馬区東大泉 6−34−30
SKビル305 号

にもこの伝統を引き継いでいただくように、

ープでもっと話をしたい方々など大いに楽し

今回このテーマを選びました。懇親会の方

e-Mail：izumikai@v7.com

んでいただき、有意義な一日を過ごしてい

は歓談を中心にと考えていますが、９期の

FAX：03−3925−1486

有志がベートーベンの第九を歌おうかとい

総務・企画部長

ただけたと思います。
「８の会」が結成されたのが、昨年２月
中旬で、それまで殆ど面識のない者が集

うような案も出ています。実現の際には皆
様の飛び入りも大歓迎いたします。

國谷

俊之
（高 14 期）

編集後記

まったわけで、初めはとまどいもありまし

昨年は
「パチパチパチリ８の会」で、８

★会報発行をはじめ、会の活動は皆様の

たが、一致団結して何とか役割を果たすこ

期生が頑張って素晴らしい会になりまし

とができました。半年に亘って準備をされ

た。昨年度会長の片山さん
（８期）から今

会費納入と寄付に支えられています。
ご 協力
!
感謝 そして、
予算の都合で全部はカラーに

た方々、また、当日、お手伝いくださった

年も協力すると言って頂き心強く思ってい

出来ませんでしたが、
来年もより良い会報を目

方々、それにご参加くださった大勢の方々

ます。今年は
「キューキュー苦しい９の会」

指してがんばります。
（高９期 須藤 一彦）

