
 

 

令和元年（2019 年）度 

第 60 回 

甲府中学・甲府一高東京同窓会 

幹 事 会 資 料 
 

日時：令和元年（2019年）5月 13日（月）18時 30分～20時 30分 

   

第 60 回 甲府中学・甲府一高東京同窓会総会・懇親会 

日時：令和元年（2019 年）7 月 6 日（土） 

会場 ：【総会】グレースルーム（南館 3階）12時 30分～13時 15分 

          【懇親会】コンコードボールルーム（本館 5階）13時 30分～15時 30分 

 
 



 

令和元年（2019年）度 

第60回甲府中学・甲府一高東京同窓会 幹事会次第 

 

1. 開会の辞                                        司会 令和元年度当番幹事事務局長 (昭和56年卒) 鷹野由香 

2. 会長挨拶                                                               甲府中学・甲府一高同窓会 会長 清水昭 

3. 当番幹事実行委員長挨拶・当番幹事紹介  令和元年度当番幹事実行委員長(昭和56年卒) 小田切仁 

4. 議長選出                                                     鷹野由香 

5. 議題    

(1) 平成30年度決算報告                           平成30年度当番事務局長(昭和55年卒) 中山実 

(2) 平成30年度決算監査報告                                 甲府中学・甲府一高同窓会 監事 原護 

(3) 令和元年度予算案                                   令和元年度当番学年会計(昭和56年卒) 菅野悟 

(4) 総会・懇親会について                        令和元年度当番幹事副実行委員長(昭和56年卒) 保坂透 

日時：令和元年（2019年）7月6日(土) 12:30～15:30 

会場：京王プラザホテル 

【総会】12:30～ グレースルーム（南館3F） 
【懇親会】13:30～15:30  コンコードボールルーム（本館5F） 

会費：1万円 （甲府中学卒業の諸先輩、及び大学等に在学中の方は無料） 
甲府からのバス運営は、東京同窓会関係者（ご招待、学校関係、役員、当番幹事学年）のみ 
 とさせていただきます。 

(5) 東京同窓会基金の報告                                     甲府中学・甲府一高同窓会副会長 玄間稔  

(6) 一紅会活動報告                   甲府中学・甲府一高東京同窓会一紅会会長 峯川文江 
(7) 本年度当番幹事から 

①広告部会より                          令和元年度当番幹事(昭和56年卒)広告部会長   末木博 

②日新鐘部会より             令和元年度当番幹事(昭和56年卒)日新鐘部会長   刑部聖 

③物故者報告について                                                 小田切仁 

(8) その他 

①2019年 創立139周年 甲府中学・甲府一高同窓会(5月19日(日))について 

2019年度 甲府中学・甲府一高同窓会 実行委員 昭和62年卒 

6. 閉会の辞                                             鷹野由香 
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令和元年(２０１９年)第６０回甲府中学・甲府一高同窓会次第（案）

日時：令和元年（2019年）7月6日（土）１２：３０開会

会場：京王プラザホテル

　　【総会】グレースルーム(南館3階)　　　　　

　　【懇親会】コンコードボールルーム(本館5階)

総会（12:30～13:15） 司会：令和元年度(昭和56年卒)当番幹事　田中秀治

1.　開会の辞 令和元年度(昭和56年卒)当番幹事長　小田切仁

2.　ご来賓紹介 田中秀治

3.　会長挨拶 甲府中学・甲府一高東京同窓会　会長　清水昭

4.　議事 議長　清水昭

　(1)審議事項

　【1号議案】平成３０年度決算報告 平成30年度(昭和55年卒)当番幹事会計部会長　中山実

　【2号議案】平成３０年度決算監査報告 甲府中学・甲府一高東京同窓会  監事　原護

　【3号議案】２０１９年度予算(案) 令和元年度(昭和56年卒)当番幹事会計部会長  菅野悟

　(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　玄間稔

　　②一紅会活動報告 一紅会　会長　峯川文江

　(3)その他

5.　ご来賓の挨拶 甲府一高  校長　小林俊一郎様

甲府中学・甲府一高同窓会　会長　宮島雅展様

6.　閉会の辞 令和年度(昭和56年卒)当番幹事副幹事長　末木博

懇親会（13:30～15:30） 司会：(昭和56年卒)　神谷ひとみ

1.　開会の辞 令和」年度(昭和56年卒)当番幹事長  小田切仁

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　清水昭

4.　乾杯 清水昭

5.　ご来賓紹介 司会　神谷ひとみ

6.　母校の現況について

7.　会食・歓談・イベント（①ビデオ上映②生演奏　その他）

8.　応援団入場.校歌.応援歌斉唱

9.　第140回(令和2年)甲府中学・甲府一高同窓会の案内

10.　次年度への継承

11.　中締め 甲府中学・甲府一高東京同窓会  最高顧問　井上幸彦

12.　閉会の辞 令和年度(昭和56年卒)当番幹事懇親部会長　保坂透
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東京同窓会積立基金ご協力者芳名帳（平成6年9月～平成30年8月）
（敬称略）

年次 氏      名 卒業年次 日  付 金　額 年次 氏      名 卒業年次 日  付 金　額

H6.9 赤沢  誠 大正 １５ H6.9.9 ¥10,000 H13.4.1 浅川　英司 昭和 ２９ H13.4.24 ¥10,000

～ 河西  静夫 大正 １５ H6.9.9 ¥10,000 ～ 井上　喜由 H13.7.16 ¥2,000

H7.4.1 丹沢  平治 昭和   ８ H6.9.9 ¥10,000 H14.3.31 名取　慶二 H13.7.16 ¥10,000

戸沢  正男 昭和   ８ H6.9.9 ¥10,000 鎮目　豊高 昭和 １２ H13.7.16 ¥10,000

渡辺  喜一 昭和 １８ H6.9.9 ¥30,000 鈴木　隆 H13.7.23 ¥10,000

三一会（有志） 昭和31 H6.9.9 ¥30,000 昭和13年卒出席者一同より 昭和 １３ H13.7.24 ¥100,000

計 ¥100,000 丸山　憲一郎 H13.8.7 ¥1,000

H7.4.2 赤沢  誠 大正 １５ H7.6.2 ¥10,000 三野　正吾 昭和 　９ H13.8.17 ¥10,000

～ 河西  静夫 大正 １５ H7.6.2 ¥10,000 白倉　一郎 昭和 　９ H13.8.20 ¥10,000

H8.6.30 伊藤  豊明 大正 １５ H7.6.2 ¥10,000 新津　成美 昭和 １１ H13.8.20 ¥10,000

内藤  幸雄 昭和   ７ H7.6.2 ¥10,000 笹本　六朗 昭和 １３ H13.8.20 ¥10,000

丹沢  平治 昭和   ８ H7.6.2 ¥10,000 飯田　智雄 昭和 ２６ H13.8.20 ¥10,000

小林  健二 昭和   ９ H7.6.2 ¥10,000 後藤　俊邦（故人） 昭和 ３８ H13.8.20 ¥30,000

功刀  包雄 昭和   ９ H7.6.2 ¥10,000 平成13年度当番幹事 昭和 ３８ H13.8.20 ¥30,000

米沢  慎吾 昭和 １７ H7.6.2 ¥10,000
平成13年度幹事会

昭和 ３８ H13.9.13 ¥8,000

高沢  寅男 昭和 １９ H7.6.2 ¥10,000 山縣　萩江 昭和 ４０ H13.9.20 ¥5,000

志村  司郎 昭和 ２０ H7.6.2 ¥100,000 白倉　一郎 昭和 　９ H14.1.31 ¥10,000

望月  三郎 昭和 ２２ H7.6.2 ¥10,000   計 ¥276,000

依田  智治 昭和 ２５ H7.6.2 ¥10,000 H14.4.1 水本 新平 昭和 ２０ H14.5.8 ¥10,000

石原  要三 昭和 ２６ H7.6.2 ¥10,000 ～ 恩田 宗 昭和 ２７ H14.5.13 ¥10,000

成瀬  知則 昭和 ２７ H7.6.2 ¥10,000 H15.3.31 丹沢  平治 昭和 　８ H14.5.22 ¥30,000

栗村  のり 昭和 ３１ H7.6.2 ¥10,000 新津　成美 昭和 １１ H14.7.15 ¥10,000

伴野  匡 昭和 １９ H7.9.13 ¥100,000 中込  達雄 昭和 １０ H14.7.15 ¥10,000

神童会（有志） 昭和 ３２ H7.9.21 ¥50,000 井上　喜由 昭和 ４１ H14.7.15 ¥5,000

石川  慎吾 昭和 ２９ H8.1.22 ¥10,000 田中  友昭 昭和 ３５ H14.7.17 ¥20,000

立川  孝幸 昭和 １７ H8.2.8 ¥10,000 飯島  明 昭和 ４０ H14.7.26 ¥5,000

大森  雅典 昭和 １６ H8.3.12 ¥10,000 伊東  昭 昭和 ３４ H14.7.31 ¥20,000

神山  茂 昭和 ３０ H8.3.18 ¥100,000 平成14年度当番幹事 昭和 ３９ H14.8.22 ¥100,000

昭和１６年卒業生有志 昭和 １６ H8.4.26 ¥100,000 昭和15年卒有志 昭和 １５ H14.11.6 ¥20,000

計 ¥620,000 計 ¥240,000

H8.7.1 白倉  一郎 昭和   ９ H8.7.4 ¥10,000 H15.4.1 白倉　一郎 昭和 　９ H15.5.12 ¥10,000

～ 広瀬  寛 昭和 ２０ H8.7.4 ¥10,000 ～ 丹沢  平治 昭和 　８ H15.7.14 ¥10,000

H8.9.30 浅川  博道 昭和 ２９ H8.7.4 ¥10,000 H16.3.31 宮沢  邦夫 昭和 １３ H15.7.15 ¥10,000

井上  健造 昭和 ２０ H8.7.5 ¥10,000 鈴木  隆 昭和 ３２ H15.7.16 ¥10,000

高沢  寅男 昭和 １９ H8.7.5 ¥10,000 新津  成美 昭和 １１ H15.7.18 ¥10,000

小畑  皖司 昭和 ３３ H8.7.9 ¥10,000 白倉  一郎 昭和 　９ H16.3.19 ¥10,000

林  睦夫 大正 １５ H8.7.14 ¥10,000 計 ¥60,000

小宮山静子（故欣一氏夫人） 昭和 １９ H8.7.25 ¥10,000 H16.4.1 手塚　彰夫 昭和 ４１ H16.5.14 ¥10,000

内藤  文三 昭和 １０ H8.8.8 ¥10,000 ～ 鈴木　隆 昭和 ３２ H16.6.18 ¥10,000

平成30年8月31日現在
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丹沢  平治 昭和   ８ H8.8.8 ¥10,000 H17.3.31 梶原　寛一 昭和 １５ H16.7.12 ¥10,000

秋山  哲郎 昭和 ２３ H8.8.8 ¥10,000 新津  成美 昭和 １１ H16.7.12 ¥10,000

野尻  卓男 昭和 １０ H8.8.8 ¥10,000 松本　一昌 昭和 ２３,２４ H16.7.13 ¥10,000

保坂  正文 昭和   ８ H8.8.8 ¥20,000 丹沢  平治 昭和 　８ H16.7.14 ¥10,000

河西  静夫 大正 １５ H8.8.8 ¥10,000 篠原　靖 昭和 １５ H16.7.14 ¥10,000

須藤  芳郎 昭和   ６ H8.8.8 ¥10,000 宮沢  邦夫 昭和 １３ H16.7.15 ¥10,000

樋泉  荘平 昭和   ８ H8.8.8 ¥5,000 岩下  定寛 昭和 １２ H16.7.29 ¥10,000

奥村  典夫 昭和   ８ H8.8.8 ¥10,000 白倉　一郎 昭和 　９ H17.1.20 ¥10,000

伊藤  豊明 大正 １５ H8.8.8 ¥10,000 計 ¥80,000

赤沢  誠 大正 １５ H8.8.8 ¥10,000 H17.4.1 石川　禮次郎 昭和 ２０ H17.6.29 ¥10,000

三三会（有志） 昭和 ３３ H8.8.8 ¥50,000 ～ 新津  成美 昭和 １１ H17.7.11 ¥10,000

内藤  健二 昭和 ２７ H8.9.11 ¥10,000 H18.3.31 丹沢  平治 昭和 　８ H17.7.11 ¥10,000

計 ¥165,000 宮沢  邦夫 昭和 １３ H17.7.11 ¥10,000

H8.10.1 坂本  順二 昭和２３,２４ H9.3.5 ¥10,000 山田　房男 昭和 １８ H17.7.12 ¥5,000

～ 新津  成美 昭和 １１ H9.3.11 ¥10,000 篠原　靖 昭和 １５ H17.7.13 ¥10,000

H10.3.31 志村  昌也 昭和 ３５ H9.3.12 ¥10,000 斉藤　豊 昭和 ２８ H17.7.13 ¥10,000

新津  成美 昭和 １１ H9.7.7 ¥10,000 志村　昌也 昭和 ３５ H17.7.19 ¥10,000

雨宮  喬子 昭和 ４０ H9.7.8 ¥3,000 平成17年度当番幹事 昭和 ４２ H17.7.25 ¥100,000

鯨岡  照男 昭和 ２０ H9.7.15 ¥10,000 山田　常夫 昭和 ３８ H17.7.26 ¥10,000

伊藤  一行 昭和２３,２４ H9.7.31 ¥10,000 計 ¥185,000

赤沢  誠 大正 １５ H9.8.25 ¥10,000 H18.4.1 白倉　一郎 昭和 　９ H18.5.17 ¥10,000

内藤  文三 昭和 １０ H9.8.25 ¥10,000 ～ 伊藤　好民 昭和 １５ H18.5.31 ¥10,000

丹沢  平治 昭和   ８ H9.8.25 ¥10,000 H19.3.31 篠原　靖 昭和 １５ H18.7.10 ¥5,000

白倉  一郎 昭和   ９ H9.8.25 ¥10,000 志村　昌也 昭和 ３５ H18.7.11 ¥20,000

関  昇二 昭和 １１ H9.8.25 ¥10,000 井口　公弘 昭和 ２７ H18.7.14 ¥10,000

丸茂  紀彦 昭和 ３４ H9.8.25 ¥10,000 新津  成美 昭和 １１ H18.7.18 ¥10,000

河西  静夫 大正 １５ H9.8.25 ¥10,000 丹沢　平治 昭和 　８ H18.7.24 ¥10,000

石原  要三 昭和 ２６ H9.8.25 ¥10,000 平成18年度当番幹事 昭和 ４３ H18.7.24 ¥100,000

飯田  知雄 昭和 ２６ H9.8.25 ¥10,000 神山  茂 昭和 ３０ H18.8.28 ¥2,500,000

村松  和明 昭和 ３９ H9.8.25 ¥10,000 計 ¥2,675,000

伊藤  豊明 大正 １５ H9.8.25 ¥10,000 H19.4.1 丹沢　平治 昭和 　８ H19.7.23 ¥10,000

中尾  栄一 昭和 ２３ H9.8.25 ¥10,000 ～ 平成１９年度当番幹事 昭和 ４４ H19.7.24 ¥100,000

伴野  正枝 昭和 ５０ H9.8.25 ¥10,000 H20.3.31 志村　昌也 昭和 ３５ H19.8.6 ¥20,000

小田切  照男 昭和 ２６ H9.8.25 ¥10,000 平成１９年度当番幹事 昭和 ４４ H19.8.28 ¥100,000

山紫会（有志） 昭和 ３４ H9.9.2 ¥100,000 計 ¥230,000

名取  忠昭 昭和 ２９ H9.9.11 ¥10,000 H20.4.1 平成２０年度当番幹事 昭和 ４５ H20.8.12 ¥100,000

計 ¥313,000 H21.3.31 志村　昌也 昭和 ３５ H20.8.14 ¥20,000

H10.4.1 丹沢  平治 昭和   ８ H10.7.8 ¥10,000 計 ¥120,000

～ 白倉  一郎 昭和   ９ H10.7.8 ¥10,000 H21.4.1 平成21年度当番幹事 昭和 ４６ H21.7.22 ¥100,000

H11.1.31 新津  成美 昭和 １１ H10.7.8 ¥10,000 ～ 志村　昌也 昭和 ３５ H21.9.4 ¥20,000

松田  好雄 昭和 ３５ H10.7.8 ¥10,000 H22.3.31 一　紅　会 H22.1.18 ¥100,000

橘田  知平 大正 １５ H10.7.8 ¥10,000 計 ¥220,000
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～ 白倉  一郎 昭和   ９ H10.7.8 ¥10,000 H21.4.1 平成21年度当番幹事 昭和 ４６ H21.7.22 ¥100,000

H11.1.31 新津  成美 昭和 １１ H10.7.8 ¥10,000 ～ 志村　昌也 昭和 ３５ H21.9.4 ¥20,000

松田  好雄 昭和 ３５ H10.7.8 ¥10,000 H22.3.31 一　紅　会 H22.1.18 ¥100,000

橘田  知平 大正 １５ H10.7.8 ¥10,000 計 ¥220,000

河西  静夫 大正 １５ H10.7.8 ¥10,000 H22.4.1 平成22年度当番幹事 昭和 ４７ H23.2.28 ¥100,000

木下  実三 昭和 ３６ H10.7.8 ¥10,000 H23.3.31 計 ¥100,000

清水  文雄 昭和 ３０ H10.7.8 ¥10,000 H23.4.1 平成23年度当番幹事 昭和 ４８ H23.8.9 ¥100,000

清水  好二郎 昭和 １２ H10.7.8 ¥10,000 H24.3.31 計 ¥100,000

石原  要三 昭和 ２６ H10.7.8 ¥10,000 H24.4.1 平成24年度当番幹事 昭和 ４９ H24.7.23 ¥100,000

内藤  文三 昭和 １６ H10.7.8 ¥5,000 H25.3.31 計 ¥100,000

岩松  勇 昭和 １２ H10.7.9 ¥10,000 H25.4.1 平成25年度当番幹事 昭和 ５０ ¥100,000

望月  正直 昭和 ２１ H10.7.10 ¥10,000 H26.3.31 計 ¥100,000

志村  司郎 昭和 ２０ H10.7.27 ¥20,000 H26.4.1 平成26年度当番幹事 昭和 ５１ H26.11.19 ¥200,000

三五会（有志） 昭和 ３５ H10.8.21 ¥50,000 ～ 清水　尚登 昭和 ３６ H26.11.19 ¥100,000

山田  耕作 昭和 ２０ H10.9.9 ¥10,000 H27.3.31 清水　昭 昭和 ４４ H26.11.19 ¥100,000

鈴木  康雄 昭和 ４４ H10.9.30 ¥10,000 鈴木　隆 昭和 ３２ H26.11.19 ¥10,000

篠原 武雄 昭和 １１ H10.10.22 ¥10,000 計 ¥410,000

横森  欣司 昭和 ４０ H10.10.30 ¥10,000 H27.4.1 平成27年度当番幹事 昭和 ５２ H27.8.10 ¥100,000

計 ¥225,000 ～ 笠井　莞爾 昭和 ３３ H27.12.2 ¥10,000

H11.2.1 伊藤  豊明 大正 １５ H11.2.17 ¥10,000 H28.3.1 計 ¥110,000

～ 鈴木  源次郎 昭和 １２ H11.7.12 ¥10,000 H28.4.1

H12.3.31 昭和３６年卒業生有志 昭和 ３６ ¥9,456 H29.3.31 計

計 ¥29,456 H29.4.1 吉江　富士雄 昭和 ２６ H29.7.14 ¥10,000

H12.4.1 ～ 奈良田　光男 昭和 ２６ H29.7.18 ¥10,000

H13.3.31 計 H29.8.31 計 ¥20,000

小計 ¥1,552,456 H29.9.1 井上　幸彦 昭和 ３１ H30.7.14 ¥100,000

H30.8.31 計 ¥100,000

小計 ¥5,146,000

寄付金総合計 ¥6,698,456

振込先：ゆうちょ銀行　本店　　

口座番号：００１６０－５－７２４６15　

加入者名：甲府中学一高東京同窓会

までお願いいたします。

P7



日付 科目 基金への入金 その他入金 その他出金 残高 備        考

H29.9.1 繰越金 6,745,830 期首残高
H29.10.1 通常貯金利子 3 6,745,833
H29.4.1 通常貯金利子 3 6,745,836
H30.7.14 基金寄付金 100,000 6,845,836
H30.8.31 定額預金利子 35,372 6,881,208

計 100,000 35,378 6,881,208

H30.8.31 次年度への繰越 6,881,208 期末残高

東京同窓会積立基金への協力依頼
振込先：ゆうちょ銀行　　　　　　　　　　
口座番号：００１６０－５－７２４６１５　　　　　
加入者名：甲府中学一高東京同窓会　までお願いいたします。

東京同窓会積立基金会計報告書
（平成29年9月1日～平成30年8月31日）
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物故者氏名

平成30年総会以降平成31年4月30日までに、ご連絡いただいた方を掲載しました。

ここに謹んで哀悼の意を表します。

物故者ご氏名 逝去の日

昭和 16 年 大塚喬清

20 年B 斎藤孝 2016年1月

20 年B 廣瀬寛 2017年9月

20 年B 島田正二 2018年12月24日

20 年B 志村司郎 2019年4月18日

28 年 福井靖彦 2018年

29 年 小松洋子 2018年5月

29 年 中澤章 2018年7月

29 年 長田知子 2019年2月

29 年 磯部敞子 2019年2月

30 年 神田四郎 2018年12月5日

30 年 近藤文子 2019年2月

35 年 坂口允史 2019年3月12日

35 年 小澤勝雄 2019年4月4日

35 年 八代勤蔵 2019年4月11日

39 年 小林(名取)牧子 2018年8月18日

39 年 長田克夫 2018年8月27日

39 年 七澤袈裟男 2018年9月11日

39 年 鈴村行広 2018年9月20日

39 年 鈴木(新野)芳江 2018年12月23日

42 年 雨宮光比古 2019年2月6日

46 年 杉矢健一 2019年2月11日

48 年 笠井和佳 2019年3月6日

50 年 村松明 2018年12月29日

50 年 星名(広瀬)久美子 2019年1月26日

敬称は省略させていただきました。

卒業年次
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物故者ご氏名の報告

先日のご報告以降にお亡くなりになられた方を、下記当番幹事学年までお知らせ下さい。

2019年度（第60回） 東京同窓会事務局 宛

メール：s56_kanji@kf1-tk.jp

郵送： 〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1

KSP（かながわサイエンスパーク）東棟6F

株式会社アイビット内

第60回甲府中学・甲府一高東京同窓会実行委員会事務局　行

  2019年6月20日（木）までにお知らせください。

6月21日以降のご連絡は来年のご報告とさせていただきます。

ご記入日 ： 　　　　　　年　　　月　　　日

ご記入者 ：

　（昭和・平成　　　　年卒幹事）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

卒業年次 物故者ご氏名 ご逝去の日
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