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第第第第１０１０１０１０回記念回記念回記念回記念「「「「一紅会一紅会一紅会一紅会」」」」主催主催主催主催　　　　春 春 春 春 の の の の 講 演 会講 演 会講 演 会講 演 会

日　時：平成１９年３３３３月１０１０１０１０日（土）
　　　  　　　  　　　  　　　  １３:００～１６:００（１２:３０ 開場）

会　費：４４４４,,,,００００００００００００円円円円
        懇親会懇親会懇親会懇親会（（（（ロリポップパーティロリポップパーティロリポップパーティロリポップパーティ））））費費費費をををを含含含含むむむむ
　　　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊飲物飲物飲物飲物、、、、軽食軽食軽食軽食をををを用意用意用意用意しておりますしておりますしておりますしております。。。。

会　場：アルカディアアルカディアアルカディアアルカディア市市市市ヶヶヶヶ谷谷谷谷（（（（私学会館私学会館私学会館私学会館））））

                                                    ３３３３ＦＦＦＦ富士富士富士富士のののの間間間間
　　　　　　千代田区九段北千代田区九段北千代田区九段北千代田区九段北4444----2222----25252525　（　（　（　（右記右記右記右記のののの地図参照地図参照地図参照地図参照））））
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　TELTELTELTEL　　　　03030303----3261326132613261----9921992199219921（（（（代代代代））））

出席出席出席出席・・・・欠席欠席欠席欠席のおのおのおのお返事返事返事返事はははは、、、、２２２２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））までにまでにまでにまでに
同封同封同封同封ハガキハガキハガキハガキにておにておにておにてお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kf1-tokyo/index1.htmhttp://www5f.biglobe.ne.jp/~kf1-tokyo/index1.htmhttp://www5f.biglobe.ne.jp/~kf1-tokyo/index1.htmhttp://www5f.biglobe.ne.jp/~kf1-tokyo/index1.htm
（（（（東京同窓会東京同窓会東京同窓会東京同窓会ＨＰ）ＨＰ）ＨＰ）ＨＰ）でもでもでもでも受付受付受付受付けますけますけますけます。。。。

＜＜＜＜会場案内会場案内会場案内会場案内＞＞＞＞

【【【【プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール】】】】
　
　開発経済学・現代アジア経済論専攻。
　1939年6月山梨県甲府市に生まれる。昭和昭和昭和昭和33333333年甲府一高卒業年甲府一高卒業年甲府一高卒業年甲府一高卒業。。。。
　慶應義塾大学卒業、同大学院博士課程修了。経済学博士。
　筑波大学教授、東京工業大学教授を経て2000年より現職。
　東京工業大学名誉教授。ODA総合戦略会議議長代理。
　山梨総合研究所理事長。第17期日本学術会議会員。
　JICA国際協力功労賞。外務大臣表彰。

主著主著主著主著：：：：
「成長のアジア　停滞のアジア」（東洋経済新報社　吉野作造賞）
「開発経済学」（日本評論社　大平正芳記念賞）
「西太平洋の時代」（文藝春秋　アジア太平洋賞・大賞）
  Asia：Its Growth and Agony , Hawaii University Press. など。
  また新境地新境地新境地新境地をひらくものとして「神経症の時代―わが内なる森田正馬」
（TBSブリタニカ　開高健賞正賞）がある。
近著近著近著近著：：：：
「アジア経済の構図を読む」（日本放送協会出版会）
「中国経済は成功するか」（筑摩書房）
「種田山頭火の死生―ほろほろほろびゆく」（文藝春秋）
「海の中国」（弘文堂）
「私のなかのアジア」（中央公論新社）など。

   日本と関わり深い隣の国々、報道等でよく見聞きする姿は
外から見た表層であって、実は内側から眺めれば・・・

   隣の国々の実態を冷静に見つめ、今後、日本はどう向き合い、何をすべきか。

現代アジア論の第一人者でいらっしゃる渡辺利夫先生が、明快かつ具体的に

お話してくださいます。

拓殖大学学長拓殖大学学長拓殖大学学長拓殖大学学長

渡辺  利夫 氏
講師講師講師講師

アルカディアアルカディアアルカディアアルカディア市市市市ヶヶヶヶ谷谷谷谷



























卒業年 人数

昭和 9年 白倉　一郎 1名
昭和 21年 加賀美　彰 1名
昭和 23年 秋山　哲郎 1名
昭和 27年 恩田　　宗 内藤　健二 2名
昭和 28年 斉藤　　豊 寺田　忠徳 河野もと子 渡辺　圭子 4名
昭和 29年 小泉　敦夫 浅川　博通 斉藤　好司 菊地　雅子 三枝　豊子 5名

相沢　　功 神田　四郎 神宮司房義 仙洞田　博 内藤　　直 松尾　　守
森澤　正好 鮎川ますみ 井上　若子 遠藤　政子 呉藤勢津子 塩瀬　昭子
塩見由紀子 堤　千恵子 轟　佐知子 長島　歌子 生原　恵子 八木原順子
山本冨美子 山本　侚子

昭和 31年 青柳　守彦 芦澤　修二 岩本　福喜 内本　紀美 河崎　　正 名取　　正 6名
石原二三枝 笹森　立美 佐野まさる 鈴木　　隆 田中　博久 中道　和子
牟田　智子 望月　和彦 若尾　和子 渡辺　喜彦
笠井　莞爾 河内　一郎 窪田　崇臣 桑原　治雄 小林　達郎 斉藤　芳樹
桜井　　実 酒井　忠弘 鷹野　幸次 竹口　　哲 田中　一昭 中村　伯男
早川　圭蔵 林　　睦生 樋川　紘一 堀口　孝雄 三井　純一 望月　庄治
矢崎　昌弘 山角　　壽 會田　文子 秋山　要子 有泉　演美 石川　雛恵
飯田冨美子 飯田　和子 倉持　房枝 小島紀美子 斉藤由美子 内藤　厚子
長澤　精子 根津　膺子 三沢千鶴子 師岡　庄子 古屋　　力

昭和 34年 伊東　　昭 斉藤　峰子 内藤　　勲 中村　禮子 村野　久子 森田　　茂 6名
芦沢　正芳 金丸　忠敬 古明地昭雄 作道　　恒 柴辻　俊六 望月　公子
吉村　公男 大野　紘一
伊東　敬子 太田東洋男 岡田美枝子 久保田一三 佐藤三四子 佐野　東隆
末木　隆夫 谷口百合子 田村　久夫 塚越　　洋 辻　　武司 土川　俊雄
土井　義尚 中里　元子 中村　敏男 前馬美代子 山本　正宣 吉澤　民蔵

昭和 37年 井上　　守 川島　民子 小松　寿恵 篠原　正邦 土屋　正樹 樋泉　靖志 6名
雨宮　武士 市橋金之助 岩田　勝夫 大村紘一郎 乙黒　克行 北村　清巳
武田　信義 角田　　等 鳥居　克彦 中澤　喜雄 中田　祐輔 長沼　　真
長谷川俊彦 祢津　信夫 丸山　義仁 矢野　峻行 山田　常夫 会田　洋子
池田　美子 梅澤　梅子 新海　行子 鈴木　紀子 戸川　智子 中野　千磨
前中かつ子 三川　和子 矢口百合子 山本　陽子 渡辺　紘子
秋山　翹一 飯島善一郎 国富　　隆 宮沢　君夫 宮川　洪太 網仲　純子
小林　牧子 齋藤美都子 堀尾美恵子
秋山　薊二 飯田　征央 今井　　實 小川　　健 斉藤　勝人 中島公一郎
三神　和彦 水谷　康志 茂手木光博 若木　敏彦 若月　達夫 雨宮　喬子
宇野由美子 深沢　保子 水谷　園江

昭和 41年 小針　直美 関岡美佐子 手塚　彰夫 中井　久子 内藤　　浩 山本　秀彦 6名
雨宮　　健 飯島　　徹 内田　一宝 宇野　文子 加藤とよ子 川野　昭雄
久保田三郎 佐藤雄一郎 佐野　高志 竹川　正夫 塚脇　一帆 辻　　敏子
深沢　政年 伏見　和史 古川　啓子 細木　博雄 正木　和枝 八巻　珍男
横沢　良次 渡辺　　緑 湖山　月雄 伊藤　志郎
池田　秀雄 小木曽　博 小林　慎一 斉藤　昇司 諸角　英良 岡本みどり
加藤まゆみ 沓澤　初美 竹中みゆき 千葉　陽子 平賀　博子 三高千恵子
魚谷　淑子 烏谷美代子 川東　厚子 京島　博文 桑木ちおり 河野　　良
小林　　篤 清水　　昭 杉本　恭子 高根理恵子 塚本　重美 寺澤　　茂
仲澤　孝次 芳賀　直行 萩原　能成 橋本　洋一 早川美保子 堀口　　修
丸山明比古 三田富貴子 峯川　文江 山田　和美
飯島登美夫 今井　涼子 小澤久美子 佐野　雅昭 設楽　久敬 高林　和美
星田美恵子 三井三枝子 村上真理子 森田ひとみ 森本貴美子 山下　昌彦
飯島　康二 滝口　和彦

昭和 46年 仙沢　清美 名取　君子 伴野　初恵 溝口登茂恵 矢嵜　裕子 山下　恵子 6名
昭和 47年 小川　早苗 佐藤みどり 松本　弥生 山田　陽子 米山　敬文 5名

小山　久枝 志澤　満子 武井ちあき 辻　　恵美 中川　英子 中西　　孝
森田　珠美 林野　妙子

昭和 49年 杉本　光子 保坂　昭彦 2名
青柳　雅彦 雨宮久美子 荒木たかね 大久保広行 軽石　泰孝 田中与志子
田邉　俊彦 寺井ちなみ 三神　智美 八木下信子
内田　功志  海瀬　和美  海沼　弘忠 奥山　賢一 亀谷　玲子 木村かな子
鈴木　智子 羽田　忠生 堀内　寛雄 武藤　公明 望月　裕子
飯野　正仁 伊藤由佳美 大内とし子 中山　初美 吉川　文代 吉村　柚美
山田　真司

昭和 56年 鷹野　由香 1名
昭和 63年 嶋田　幸子 1名

303名

昭和 39年 9名

14名

18名

12名

15名

29名

22名

昭和 45年

10名

35名

8名

第１０回記念「一紅会」主催　春の講演会　出席者名簿
平成19年3月10日

20名昭和 30年

出　　席　　者

ご来賓（歴代講師）

昭和 40年

昭和 42年 22名

昭和 43年

7名

10名昭和 50年

昭和 51年

昭和 52年

11名

　　　　　　　第１回講師　尾辻　紀子様（昭和28年卒）　　第２回講師　井上　幸彦様（昭和31年卒）
　　　　　　　第３回講師　平野　忠彦様（昭和31年卒）　　第６回講師　山本　　久様（昭和40年卒）

合　　計

昭和 32年

昭和 33年

昭和 35年

昭和 36年

昭和 38年

昭和 44年

昭和 48年 8名


	

