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第22回一紅会主催 春の講演会・懇親会次第

日 時:平 成３１年 ３月 ９日（土 ）

会 場:アルカディア市ヶ谷3F 富士の間

《 講演会 》13:00 ～14:30

1．開会の挨拶・講師紹介

2．講演（戦|郵刳な ）女性たち ～武田氏と女・子ども～」

3．質疑応答

4．閉会の挨拶

司会 ： 神 谷ひとみ(当番幹事)

笹本 正治 先生

《 休憩 》　※懇親会準備のため 一且 会場をご退出ください。

《　懇 親 会　》　14:45～16:00　1

．開会の挨拶

2．一 紅会会長挨拶

3．乾 杯

4．歓 談

司会 ：神谷 ひとみ(当番幹事)

一紅会会長

甲府中学・ 甲。r一高東京同窓会会長

5。第60回甲府中学・甲Ｓ一一高東京同窓会当番幹事長(56年卒)挨拶6

．第139 周年甲府中学・甲府一高同窓会実行委員長(62 年卒)挨拶7

．校歌斉唱

8．閉会の挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　 一紅会副会長

峯川 文江

清水 昭 様

小田切 仁 様

宮川 勇徳 様

全　　員

林野 妙子



第22回記念｢ ―紅会｣主催 春の講演会 出席者名簿
2019/3/9

卒業年 � 出　 席　 者 ����������人数

昭和20E�堀内 好訓 ����������1名

昭和20 �青柳 利雄 ����������1名

昭和23 �秋山 哲郎 ����������1名

昭和28 �尾辻紀子 ����������1名
昭和29�小泉敦夫 ����������1名
昭和30�荒谷良雄 �塩瀬 昭子 �神宮司 房義�武井 篤夫 �鶴田 美智子�轟 佐知子 �生原恵子 �松尾 守 �三井英宣 �諸平 秀樹 �11 名

�山岸正道

昭和31�青柳守彦 �芦沢修二 �井上幸彦 �岩本 福喜 �川崎 正 �高室 晃三郎�深潭利彦 �深沢義昌 ���8名

昭和32�石原二三枝�小渾綾子 �梶原富男 �笹森 立美 �佐野 まさる�中井武子 �花輪愛彦 �深沢公子 �深沢桂子 �牟田 智子 �12 名

�山下悦子 �若尾和子

昭和33 �飯田 冨美子�河内一郎 �五味一彦 �斎藤芳樹 �早川圭蔵 �林 睦生 �樋川紘一 �渡漫 元成 ���8名、

昭和34 �岩間敏明 �大西 勉 �小倉 由美子�小渾正 �河西一夫 �小森 始 �斉藤峰子 �田中 邦司 �内藤勲 �中村 種子 �13 名

�村野久子 �横田悦男 �渡辺礼子

昭和35 �一瀬 謙輔 �小笠原 紘子�小田切 元典�河西 力 �小宮山 節子�古明地 昭雄�坂本 正彦 �志村 昌也 �布施百合子�三神 國隆 �13 名

�望月公子 �吉村 公男 �渡井富雄

昭和36�雨宮孝治 �伊東 敬子 �太田 東洋男�鎌田 徳彦 �河合美保 �小林 佩彦 �三枝 正明 �佐久間 宏 �佐野 東隆 �谷口 百合子�22 名
�田村久夫 �塚越 洋 �辻武司 �内藤 勲 �中村敏男 �名取昭弘 �名取和男 �野渾 遵宜 �保坂 正則 �茂手木 正一

�山本正宣 �雪江 武雄

昭和37�石綿 成行 �黒田順子 �小松 寿恵 �斉藤洋子 �篠原しげ子�田中邦幸 �野々垣健五�向山南海子�矢崎 武雄 �山本 利子 �10 名

昭和38�雨宮 武士 �池田美子 �一瀬明 �伊東 剛 �梅潭梅子 �乙黒 克行 �小林晃 �新海 行子 �鈴木 紀子 �武田 信義 �22 名

�多田征夫 �寺田正節 �中渾喜雄 �長沼 真 �中野千磨 �祢津信夫 �丸山 義仁 �矢口百合子�矢崎 茂夫 �矢野峻行

�山田常夫 �渡辺房男

昭和39 �芦渾 千鶴 �飯島 善一郎�石原 ヤス �伊藤 康正 �大木 芳正 �笠井 収 �國富隆 �斎藤 美都子�高橋康枝 �丹治 公子 �13 名
�波羅芳武 �堀尾 美恵子�森泉 弘子

昭和40 �雨宮 喬子 �飯野 文吾 �宇野由美子�小林智 �佐藤 達夫 �深沢 保子 �三井 元博 �茂手木光博�矢嶋 清一 �安間春子 �12 名

�山蘇萩江 �若月 達夫

昭和41�風間 省二 �瀬尾仁美 �内藤浩 �山本 秀彦 �������4名
昭和42�飯島徹 �宇野文子 �大原 久宣 �功刀 好和 �桑江あきこ�関 公子 �塚脇 一帆 �辻敏子 �八田 政恭 �宮野幸恵 �11 名

�横淳良次

昭和43�猪股賢太郎�小木曽博 �加藤まゆみ�沓渾 初美 �竹中みゆき�永井博 �並河 好美 �古屋 史夫 �諸角英良 �山本始 �10 名

昭和44�大久保 久子�奥村 美智子�烏谷 美代子�川島 芳子 �川東 厚子 �||那辺スズプ�桑木ちおり�清水 昭 �杉本恭子 �田伏純子 �22 名
�塚本重美 �中沢 新一 �中村 芳文 �野田進 �芳賀 直行 �芳賀 のぞみ�演口 桂子 �藤江 賢治 �堀口 修 �三田 富貴子

�峯川文江 �山田 和美

昭和45 �飯島登美夫�遠藤 幸子 �小口 弘毅 �加藤 和之 �斎藤 和子 �佐藤 一哉 �佐野 雅昭 �設楽 久敬 �飯島康二 �清水 一彦 �16 名

�内藤まゆみ�三井三枝子�望月敏 �百瀬 良彦 �森田ひとみ�渡辺 晋一

昭和46 �有原正彦 �延命 恵美子�河西 孝美 �金子 桂子 �斎藤 和美 �鈴木 正恵 �中込 和哉 �中嶋 文夫 �仲野裕子 �西野 公子 �18 名

�野呂瀬秀樹�深潭 功樹 �蒔田さゆり�松木喜美子�三科 敏美 �山下 恵子 �山本 慈 �山本 雪子

昭和47�上村英子 �小川 早苗 �玄関 稔 �河野美沙子�佐藤 みどり�志村 純子 �滝本 かおり�角田義晶 �松本 弥生 �水沼まり �12 名
�山田陽子 �渡辺 正文

昭和48 �石川ゆり子�上田 健 �川嶋 清美 �小山 久枝 �篠原 秀貴 �島田 三郎 �田中 勝彦 �中川英子 �八田政仁 �林野 妙子 �10 名

昭和49 �小田切 信 �瀧田 智子 �竹内 浩二 �永嶋 幸弘 �松本 博美 ������5名

昭和50 �青柳 雅彦 �生野 洋 �海老原 綾子�岡原 鉄郎 �軽石 泰孝 �田中輿志子�田邁 俊彦 �三神智美 �物江 芳明 �矢崎 秀行 �10 名

昭和51 �荒木 葉子 �海沼弘忠 �堀内 寛雄 �武藤 公明 �望月 裕子 ������5名
昭和52 �飯野 正仁 �石川逸郎 �伊藤由佳美�大江 由美子�小林究 �佐藤 守 �塚田 薫 �吉川文代 ���8名

昭和53 �青柳 真須美�朝戸直美 �飯窪 光隆 �小渾恵美 �勝村 良一 �小巻佳代子�坂本朗子 �佐野敬司 �都築 由紀子�長湯 裕司 �16 名
�二宮功 �榛原 勧 �林正人 �古旗幸子 �保坂 圭一 �望月 到

昭和54 �遠藤 絵理 �遠藤 千波 �黒倉 清 �佐野直樹 �渋江 明 �朱宮明美 �田中哲哉 �埴原真理 �矢崎みどり ��9名

昭和55 �穴水 芳光 �飯島 裕一 �長田匡司 �小野 樹 �勝村 久司 �窪川理英 �小林 秀一 �永島里恵 �中楯雅生 �中山 実 �14 名

�牧野佩由美�八木公子 �山本祥子 �横森 敬二

昭和56 �青柳きよみ �有井結花 �及川恵美 �刑部 聖 �神谷ひとみ�白倉優子 �末木 博 �鷹野由香 �田中 秀治 �田中 千穂 �22 名

�田中美恵 �中渾信二 �中村 優 �萩原 弓子 �保坂 透 �町田 泰樹 �向山敬介 �山川幸江 �山口 芳宏 �横内満理子

�依田訓彦 �渡辺 稔

昭和57 �石井 孝明 �上田俊彦 �宇野渾 美穂�太田清士 �木村 充子 �小泉 ―昌 �中川美穂 �西山 宏 �平山美香子�村上 麻里 �10 名

昭和58 �宇津木 吉美�金丸隆夫 �春山 操 �福田千絵 �藤原 千津子�三井 貴美也 �����6名

昭和59 �赤渾 忠彦 �石川優子 �今福 勝 �今福ゆかり�小野裕子 �小松 はるみ�斉藤寿恵 �中田 正久 �西野 恵美 �森川 茂樹 �10 名

昭和60 �鎌田 研 �斉藤 透 �神宮司 明美�原美恵子 �古川淳大 ������5名

昭和61 �新井 由紀子�小田切充 �小林玲夫 �鈴木浩文 �築田知子 �米山 剛 �����6名

昭和62 �岡島 加代子�小沢行広 �窪田 洋 �柴田和則 �曽根美紀 �中屋 千朱子�水田あかね�宮川 勇徳 ���8名

昭和63 �乙黒 洋 �倉渾公弘 �島田政和 ��������3名
平成29 �金子 裕太郎 ����������1名

合　　　　計 �����������390名

-

2019/3/2 現 在
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