
平成２８年度（第５７回）甲府中学・甲府一高東京同窓会

幹事会資料

日時：平成２８年５月１２日（木）
１８：００～２０：００

場所：ホテルグランドパレス松の間

平成２８年度
東京同窓会のテーマ



平成２８年度（第５７回)甲府中学・甲府一高東京同窓会 幹事会次第

司会：平成２８年度（５３年卒)当番幹事 事務局長

甲府中学・甲府一高東京同窓会 会長

平成２8 年度（５３年卒）当番幹事 幹事長

平成２７年度（５２年卒）当番幹事 会計部会長

甲府中学・甲府一高東京同窓会 監事

平成２８年度（５３年卒）当番幹事 会計部副部会長

甲府中学・甲府一高東京同窓会 副会長

平成２８年度（５３年卒)当番幹事 懇親部会長

甲府中学・甲府一高東京同窓会 副会長

一紅会 会長

平成２８年度（５３年卒）当番幹事 広告部会長

平成２８年度（５３年卒)当番幹事 日新鐘部会長

平成２８年度（５３年卒）当番幹事 幹事長

平成２８年度（５９年卒)甲府中学・甲府一高同窓会 東京部会長

平成２８年度（５３年卒)当番幹事 一紅会部会長

小川 朗

井上 幸彦

飯窪 光隆

小川 朗

新津 裕史

飯島善一郎

田澤 増子

八田 政恭

坂本 浩志

飯島登美夫

谷口百合子

勝村 良一

榛原 勧

飯窪 光隆

小川 朗

森川 茂樹

朝戸 直美

１．開会の辞

２．会長挨拶

３．当番幹事長挨拶・当番幹事紹介

４．議長選出

５．議題

（１）平成２７年度決算報告

（２）平成２７年度決算監査報告

（３）平成２８年度予算（案)          

（４）平成２８年度役員改選

（５）総会・懇親会について

    日時：平成２８年７月９日（土）１５：００～１８：００

    会場：ホテルグランドパレス（九段下）２階

    【総  会】 １５：００～ チェリールーム

    【懇親会】 １６：００～ ダイヤモンドルーム

    会費：１万円 （平成卒の方は５千円)

（６）東京同窓会基金の報告

（７）一紅会活動報告

（８）本年度当番幹事から

①広告部会より

②日新鐘部会より

③「平成の種プロジェクト」について

④物故者報告について

（９）その他

①平成２８年 創立１３６周年 甲府中学・甲府一高同窓会(５月２１日)について

  ６．閉会の辞

－１－



【議題】次期役員候補者選出について

会則八条並びに役員候補選出の運用規程に基づき、下記のと
おり次期の役員候補者を選出する。

会 長 井 上 幸 彦（再任・昭和３１年卒）

副 会 長

Ａ ブロック 八 田 政 恭（再任・昭和４２年卒）

Ｂ ブロック 池 田 秀 雄（再任・昭和４３年卒）

Ｃ ブロック 中 嶋 文 夫（新任・昭和４６年卒）
Ｄ ブロック 玄 間 稔（新任・昭和４７年卒）
一 紅 会 谷 口 百合子（再任・昭和３６年卒）

監 事 笠 井 莞 爾（再任・昭和３３年卒）
原 護 （新任・昭和４０年卒）

事 務 局 長 山 本 秀 彦（再任・昭和４１年卒）

会則第１０条に基づき、最高顧問、顧問を置く。

最高顧問 渡 辺 喜 一（再任・昭和１８年卒）
（会長推薦） 恩 田 宗 （再任・昭和２７年卒

顧 問 神 山 茂 （再任・昭和３０年卒）
（会長委嘱） 内 藤 勲 （再任・昭和３４年卒）

飯 田 富美子（再任・昭和３３年卒）
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平成 28 年度（第 57 回）甲府中学・甲府一高東京同窓会次第（案）

                            日 時：平成 28 年７月 9 日（土）15：00 開会

会 場：ホテルグランドパレス（九段下）2 階

【総 会】チェリールーム 【懇親会】ダイヤモンドルーム

総会（15：00～15：45）司会：平成 28 年度（昭和 53 年卒）当番幹事事務局長 小 川 朗

1. 開会の辞                平成 28 年度（昭和 53 年卒）当番幹事長 飯窪 光隆

2. ご来賓紹介                        平成 28 年度（昭和 53 年卒）当番幹事副幹事長 勝村 良一

3. 会長挨拶                                甲府中学・甲府一高東京同窓会 会長 井上 幸彦

4. 議 事                                                          議 長 井上 幸彦

（1） 審議事項

【1 号議案】平成 27 年度決算報告    平成 27 年度（昭和 52 年卒）当番幹事会計部会長 新津 裕史

【2 号議案】平成 27 年度決算監査報告       甲府中学・甲府一高東京同窓会 監 事 飯島善一郎

【3 号議案】平成 28 年度予算（案）   平成 28 年度（昭和 53 年卒）当番幹事会計部会長 小林 明人

【4 号議案】平成２８年度役員改選             甲府中学・甲府一高東京同窓会 副会長 八田 政恭

（2）報告事項

①東京同窓会基金の報告                    甲府中学・甲府一高東京同窓会 副会長 飯島登美夫

②一紅会活動報告                                             一 紅 会 会 長 谷口百合子

③「平成の種プロジェクト」について    平成 28 年度（昭和 53 年卒）当番幹事長 飯窪 光隆

（3）その他

5. ご来賓挨拶                                                 甲府一高 校長 堀井 昭様

                                            甲府中学・甲府一高同窓会 会長 金丸信吾様

6. 閉会の辞                         平成 28 年度（昭和 53 年卒）当番幹事副幹事長 勝村 良一

第一部 懇親会（16：00～18：00）          司会：（昭和 53 年卒） 当番 幹事

1. 開会の辞                                平成 28 年度（昭和 53 年卒）当番幹事長 飯窪 光隆

2. 物故者への黙祷

3. 会長挨拶                                  甲府中学・甲府一高東京同窓会 会長 井上 幸彦

4. ご来賓紹介                              司会者  当番 幹事

5. ご来賓代表の挨拶                                  山梨県知事（昭和 51 年卒）  後藤 斎

6. 乾杯の音頭                     甲府市長（昭和 53 年卒）   樋口 雄一

7. 会食・歓談・イベント ≪T-BOX 演奏（懐かしのポピュラーミュージック）石原慎一歌謡ショー等≫

8. 応援団・校歌・応援歌斉唱

9. 次年度への継承

10. 中締め                 甲府中学・甲府一高東京同窓会 最高顧問 渡辺 喜一

11. 閉会の辞             平成 28 年度（昭和 53 年卒）当番幹事懇親部会長 坂本 浩志

以上
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卒業年次 物故者ご氏名 ご逝去の日

ご記入日 ：平成 年 月 日

ご記入者 ：

（昭和・平成 年卒幹事）

平成28年7月9日開催予定の甲府中学・甲府一高東京同窓会総会資料に

掲載するとともに、ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

物故者ご氏名の報告

昨年のご報告以降、直近までの間にお亡くなりになられた方を、下記当番

幹事学年の事務局までお知らせ下さいますようお願い申し上げます。

平成28年度（第57回)東京同窓会事務局 小川 朗 宛

FAX：03-3646‐7919

メール：arnieogawa@nifty.com

郵送：〒135‐0016

江東区東陽4－12－20－511

平成28年6月16日(木)までにお知らせください。
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-

学年幹事の皆様へのお願い

平成28 年 ５月12 日

第57 回甲府中学・甲府一高東京同窓会

昭和53 年卒　当番幹事　幹事長　飯窪光隆

同　上　　　事務局長　小川　朗

甲府中学・甲府一高東京同窓会の学年幹事の皆様には、日頃より多大なるご理解とご協

力を賜り深く感謝申し上げます。

さて、今年の第57 回甲府中学・甲府一高東京同窓会の参加申し込みの往復ハガキにかか

る宛名の件並びにホームページからの申し込み手続きについてお願いがあります。

昨年までは、返信ハガキの宛先が当番幹事の事務局または 汀 部会となっておりました。

事務局またはIT 部会で返信ハガキを受領してそれを担当者がホームページに入力して参加

者を登録する、という作業を行ってまいりましたが、事務局または汀 部会の担当者の負担

が相当なものであっ`だ、との引き継ぎを昨年の当番幹事より受けており、来年以降も続く

事務手続きの負担軽減を検討させていただくことといたしました。一紅会春の講演会の参

加申し込み手続きではすでに実績かおり、ご対応いただけるものと存じます。

従いまして、本年の総会懇親会の申し込みについては、学年幹事の皆様に以下のように

ご対応いただきたく、よろしくお願いいたします。

①　返信ハガキの宛先を各学年幹事の皆様の住所としてください。

②　返信ハガキが各学年幹事の皆様に「参加」で戻ってきた場合は、各学年幹事の皆様

に今年の東京同窓会のホームページから参加申し込みをしていただきます。甲府か

ら無料送迎バスを利用される方についてもその旨の記載をお願いいたします。

③　上記①②の対応が困難な各学年幹事の皆様は、誠にお手数ですが、同封いたしまし

た事務局行きの宛名シールを返信ハガキに貼っていただいたうえで、同級生にお送

りください。返信ハガキは事務局に届き、事務局で参加申し込みの手続きを行いま

す。

学年幹事の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

以上


