
甲府中学・甲府一高

東京同窓会会員各位

平成16年11月26日

一紅会会長　飯田冨美子

　　　　　　　　(33年卒)

　　　　　　一飯会主催

第８回「新春講演会」開催のご案内

初冬のみぎり　皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃は一献会にご理解とご支援を賜り、ありがたく厚くお礼を申し上げます。

　さて、別紙ちらしでご案内の通り、新春講演会を来春２月５日に開催いたしますので、

ぜひ大勢の皆様にご参加いただきたくお願い申し上げます。

　甲府一高を卒業した女性ネヽットワーク「一献会」も創立から７年を経て、お陰様で同窓

会活動への参画も確かなものとなりました。特に新春講演会は、回を重ねるごとに参加者

も増えて、“来年を楽しみにしていますよ”とのお声を戴き、私どもも大変嬉しく思って

おります。

　今回は、作家の渡辺房男氏が『幕末維新への旅』をお話してくださいます。

　日本各地への取材旅行を重ねながら、歴史経済小説という独自なジャンルでご活躍され

ている渡辺氏が、私達をどんな「旅」へいざなって下さるのでしょうか？　私も今から

大変楽しみにしています。

　皆様のお力添えを得まして恒例になりました新春講演会が、これからも「同窓文化」の

基点として、一層発展する事を念願しております。

　どうぞ皆様お誘いあわせの上、ご参加下さいますよう心からお待ち申し上げております。

第８回新春講演会プロジェクトチーム

　　井上若子(30)若尾和子(32)

　　小林牧子(39)宇野由美子(40)

　　竹中みゆき(43)野沢春海(43)

村野久子(34)

宇野文子(42)

小川早苗(47)

矢口百合子(38)

正木和枝(42)

杉本光子(49)

梅渾梅子(38)

桑江彰子(42)

荒井美津子(50)
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～私の歴史小説～

　作家渡辺房男氏

　幕末維新の激動期、全国各地でどのような動きが

あったでしょうか。取材の一環として、その足跡を

訪ねる旅を続けて11年になります。現地に佇むこと

でしか味わうことのできない歴史の息遣いをお伝え

したいと思っています。

　また、これから旅を計画される皆さんへの歴史散

策ガイドとしてお役に立てれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　(講師のメッセージから)

れ

，

急彭
φ - ン ペ

渡辺

● l j ● － ･ d .

－

房男｜ ●プロフィール

y へ

近影

昭和１９年、甲府市生まれ。

U江口斗ご1采大仏文科卒。ＮＨＫディレクターを経て、

喝在ＮＨＫエンタープライズ２１プロデューサー。

東京都世ｍ谷区大蔵５丁目在住。

受賞開運平成11年第23回｢歴史文学賞｣

　　　　　ﾄﾞ成ｎ年第18回1世田谷文学賞｣

　　　　　平成13年第13回｢中村量湖文学賞｣

主要著書平成11年｢桜田門外十万坪｣(新人物往来社丿

　　　　　平成12年｢ゲルマン紙幣一億円｣(講談社)

　　　　　平成口年｢金目銀目五万両｣(新人物往来社)

　　　　　平成15年｢われ浩券にかかわらず｣(講談社)

　　　　　平成16年｢インサイダー｣(幻冬舎)

　渡辺房男氏（昭和38年卒）は、平成ｎ年に第23回歴史文学賞を受賞されて以来、幕末から明

治にかけての経済と社会をテーマとして旺盛な創作活動をされています。5冊目の刊行となる

近著『インサイダー』では、「大正バブル期の株取引を題材に、人間の欲望とロマンという普

遍的なテーマを見事に表現している」と高い評価を得ています。

　いつの時代でも変わらぬドラマチックな人間模様・・・。

　氏のお話は、幕末維新という時代への新鮮なイメージを呼び起こしてくれることでしょう。

　講演の後は、講師とご一緒にパーティでお楽しみください。

　　　　　　　　　〈日　　時〉

平成17年2月5日(土)13:00～16:00(12:30開場)

　　　　　　　　　〈会　　費〉

　　　4､000円懇親会(ﾛﾘﾎﾟｯﾌﾟ･パーティ)費を含む

　　　　　＊飲み物、軽食を用意しております

　　　　　　　　　〈会　　場〉

　　　　アルカディア市ケ谷(私学会館)

　　　　T･代LU区九段北4-2-25(右記の地図参照)

　　　　　　　TEL.03-3261-9921(代)

　出席･欠席のお返●は12月20日までに同封｡ｶﾞｷにてお願い致します

営団地下鉄有楽町鎖･南北鰻市ｹ谷駅(AI-1)出[]から徒歩29

都営地下鉄新宿隷宿ケ谷駅〔AI-1.A4〕出口から徒歩2分

JR市ｹ谷駅から徒歩2分













第８回新春講演会　出席者　一覧表　　２００５年２月５日
卒年度 人数

S　9 白倉　一郎 1名

S　11 新津　成美 1名

S　18 渡辺　喜一 1名

S　23 秋山　哲郎 1名

S　27 恩田　宗 1名

S　28 長坂　寛
大森　潤之
助

尾辻　紀子 渡辺　圭子 河野もと子 5名

S　29 越智　幸子 菊池　雅子 雨宮　弘子 金丸　則子 三枝　豊子 戸田　房子

阿部　和美 牧野　満 宮崎　恵子 小泉　敦夫 斉藤　好司 松田　泉 12名

S　30 鮎川ますみ 井上　若子 近藤　文子 塩瀬　昭子 田上百合子 高橋ふく子

堤　千恵子 轟　佐知子 長島　歌子 生原　恵子 堀内　綾子 八木原順子

伊藤　栄造 長田　康正 神田　四郎 小泉　順治 翼　　一恒 田村　　公

武井　篤夫 深沢　士郎 松尾　守 松野　春樹 森澤　正好 矢崎　仁一

山田 初子 古屋　勉 26名

S　31 井上　幸彦 石井　澄夫 平賀　一郎 川崎　正 岩本　福喜 内本　紀美

名取　正 浅川　治男 芦沢　修二 9名

S　32 小泉　栄 有満　功子 渡辺　喜彦 若尾　和子 田中　博久 5名

S　33 飯田冨美子 有泉　清美 三澤千鶴子 師岡　庄子 小野　光示 堀口　孝雄

林　睦生 早川　圭蔵 河内　一郎 酒井　忠弘 斎藤由美子 田中　一昭 12名

S　34 伊藤　昭 内藤　勲 森田　茂 南　真紀子 斉藤　峰子 村野　久子

中村　禮子 金森 静子 8名

S　35 作道　恒 佐々木　真 古明地昭雄 田中　友昭 江口　嘉郎 八代　謹蔵

海野　勝 渡井　富雄 望月　公子 金丸　忠敬 吉村　公雄 三神　國隆 12名

S　36 前馬美代子 末木　 隆夫
久保田　一
三

中村　敏男 太田東洋男 伊東　敬子

田中　雅子 7名

S　37 廣池　哲夫 川島　民子 黒田　順子 小松　寿恵 菅原　嘉子 土屋　正樹

矢崎　武雄 向山南海子 8名

S　38 市橋金之助 大村紘一郎 渡邉　一由 北村　清巳 武内　紘司 武田　信義

長沼　真 広瀬　修二 堀内　高 矢野　峻行 山田　常夫 会田　洋子

雨宮由里子 臼田　恵 梅沢　梅子 高橋　繁 新海　行子 鈴木　紀子

中野　千磨 三川　和子 矢口百合子 西川　和宏 和久　章子 鳥居　克彦 24名

S　39 宮川　洪太 丸茂　和子 森泉　弘子 斎藤美都子 小林　牧子 飯島善一郎

笠井　収 上田　修 8名

S　40 今井　實 飯野　文吾 小川　健 佐藤　達夫 茂手木光博 鈴木　勝典

樋川　俊夫 水谷　康志 若木　敏彦 藤巻　芳彦 雨宮　喬子 磯田　春江

宇野由美子 深沢　保子 藤崎百合子 山縣　萩江 水谷　園江 中島公一郎

佐々木　仁 成澤　武四 20名

S　41 井上　喜由 内藤　浩 山本　秀彦 手塚　彰夫 小林ゆかり 小針　直美

高木　悦子 内藤　茂好 松岡　啓子 関岡美佐子 10名

S　42 八田　政恭 川野　昭雄 伊藤　志郎 岡崎千賀子 実藤まゆみ 斉藤千恵子

桑江　彰子 細木　博雄 正木　和枝 辻　敏子 古川　啓子 荻原　正

大原　久宣 龍野　克枝 宮野　幸恵 渡辺　緑 横澤　良次 塚脇　一帆

久保田三郎 伏見　和史 佐野　高志 宇野　文子 小倉　英雄 大芝　芳郎

八巻　珍男 中嶌　賢一 吉田美世子 27名

S　43 池田　秀雄 大野　陽造 古屋　史夫 古屋　正博 清水　純子 野沢　春海

竹中みゆき 前田　健 沓沢　初美 笹本　陽子 加藤まゆみ 11名

S　44 三田富貴子 杉本　恭子 峯川　文江 清水　昭 4名

S　45 百瀬　良彦 山下　昌彦 飯島　康二 藤田えり子
佐々木まち
子

設楽　久敬

滝田和彦 7名

S　47 小川　早苗 河野美沙子 山田　陽子 嶋田 朋子 4名

S　48 辻　恵美子 坡場美代子 上松　増美 小澤　恭子 武井ちあき 林野　妙子

　　　　氏　　　名



中川　英子 八田　政仁 雨宮　年江 石原　三義 鈴木 孝男 村松 泳勲

雨宮 昭彦 13名

S　49 杉本　光子 1名

S　50 軽石　泰孝 田中　慶子 菅原　一恵 田中与志子 渡辺みどり 斎木　裕子

八木下信子 7名

S　51 望月　裕子 渡辺ひろ子 谷口由美子 海沼　弘忠 羽田　忠生 武藤　公明

南波喜久美 7名

S　52 成島　和仁 矢野　秀樹 吉川　文代 大内とし子 藤田　早苗 中山　初美

伊藤由佳美 佐藤 守 8名

S　56 神谷ひとみ 鷹野　由香 大塚　誠 3名

H 6 望月幸一 1名

(2005/2/5) 合計 264名


	

