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第一部 総会第一部 総会第一部 総会第一部 総会（（（（15151515::::00000000～～～～16161616::::00000000）））） 司会司会司会司会：平成２０年度当番幹事副幹事長 飯島登美夫

一、開会の辞 設楽　久敬

一、会長挨拶 井上　幸彦

一、議　　事 議　　長 井上　幸彦

　Ⅰ）審議事項

平成１９年度当番幹事長 清水　  昭

監　　事 志村　昌也

平成２０年度当番幹事会計 石川  　弘

副 会 長 飯島善一郎

　Ⅱ）報告事項

　　１）東京同窓会基金の報告 副 会 長 廣池　哲夫

　　２）一紅会活動報告 飯田冨美子

　　３）その他

一、 来賓御挨拶 甲府一高校長 新津  　元 様

望月　政男 様

一、 閉会の辞 平成２０年度当番幹事副幹事長 三井三枝子

第二部 懇親会第二部 懇親会第二部 懇親会第二部 懇親会（（（（16161616::::00000000～～～～18181818::::00000000）））） 司会 小俣　雅子

一、 開会の辞 設楽　久敬

一、 会長挨拶 井上　幸彦

一、 同窓物故者に弔意の黙祷

一、 恩師紹介

一、 乾杯の音頭 渡辺　喜一

一、 会食・歓談

　強行遠足の映像の放映

　同窓会（甲府）次年度当番幹事挨拶

　東京同窓会次年度当番幹事挨拶

　芸大のBig Bandの演奏

一、 閉会の辞 　　平成２０年度当番幹事副幹事長 村上　真理子

一、 校歌斉唱

一、 エール

以　上

甲府中学･甲府一高東京同窓会最高顧問

甲府中学･甲府一高同窓会長

平成２０年度当番幹事長

甲府中学･甲府一高東京同窓会会長

甲府中学･甲府一高東京同窓会会長

　　【１号議案】 平成１９年度決算報告

【総　会】 9階 受付　12階カトレアルーム

【懇親会】 9階 ローズルーム

平成平成平成平成２０２０２０２０年度 甲府中学年度 甲府中学年度 甲府中学年度 甲府中学・・・・甲府一高 東京同窓会次第甲府一高 東京同窓会次第甲府一高 東京同窓会次第甲府一高 東京同窓会次第

一紅会会長

平成２０年度当番幹事長

　　【２号議案】 平成１９年度決算監査報告

　　【３号議案】 平成２０年度事業計画及び予算(案)について

　　　　　　　　　　　　　　会場 ： 東京會舘　本館

　　　　　　　　　　　　　　日時 ： 平成20年7月26日（土）15:00開会

　　【４号議案】 次期役員改選について
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次期役員候補者選出について（案） 
 

会則第 8 条に基づき、下記のとおり次期の役員候補者を選出する。 
 
 

－ 記 － 
 

会  長     井上 幸彦 （再任 ・ 昭和 31 年卒） 

副 会 長   内藤  勲 （再任 ・ 昭和 34 年卒） 

    中村 敏男 （新任 ・ 昭和 36 年卒） 

    廣池 哲夫 （再任 ・ 昭和 37 年卒） 

    飯島善一郎 （再任 ・ 昭和 39 年卒） 

    飯田冨美子 （再任 ・ 一紅会・昭和 33 年卒） 

 

監  事   笠井 莞爾 （再任 ・ 昭和 33 年卒） 

    志村 昌也 （再任 ・ 昭和 35 年卒） 

 

最高顧問   渡辺 喜一 （再任 ・ 昭和 18 年卒） 

    恩田  宗 （再任 ・ 昭和 27 年卒） 

 

顧  問   秋山 哲郎 （再任 ・ 昭和 23 年卒） 

    神山  茂 （再任 ・ 昭和 30 年卒） 

 
以上 

 
※学年幹事は別紙のとおりです。 
 



昭１１年 新津　成美 昭和１１年卒業 平成19年12月29日 逝去

昭１７年 石合　光雄 昭和１７年卒業 平成19年6月 逝去

昭１７年 輿水　　栄照 昭和１７年卒業 平成19年7月13日 逝去

昭１７年 深沢　兵一郎 昭和１７年卒業 平成19年１０月 逝去

昭１７年 向井　　武 昭和１７年卒業 平成19年12月13日 逝去

昭１７年 青柳　　洋 昭和１７年卒業 平成19年12月28日 逝去

昭１７年 武藤　安房 昭和１７年卒業 平成20年4月29日 逝去

昭１７年 篠原　　大 昭和１７年卒業 平成20年5月17日 逝去

昭２０年A 丸山　元則 昭和２０Ａ年卒業 平成19年6月14日 逝去

昭２０年A 保坂　勘次 昭和２０Ａ年卒業 平成20年2月27日 逝去

昭21･22年 内藤　謹造 昭和２１・２２年卒業 平成19年7月15日 逝去

昭21･22年 大河内　真一郎 昭和２１・２２年卒業 平成19年10月5日 逝去

昭21･22年 木造　具樹 昭和２１・２２年卒業 平成20年2月11日 逝去

昭21･22年 野々垣　邦人 昭和２１・２２年卒業 平成20年4月7日 逝去

昭２５年 加藤　靖國 昭和２５年卒業 平成20年4月10日 逝去

昭２９年 中込　　篤 昭和２９年卒業 平成20年1月15日 逝去

昭３０年 松野　春樹 昭和３０年卒業 平成20年7月3日 逝去

昭４０年 佐野　直哉 昭和４０年卒業 平成19年11月11日 逝去

昭４３年 嶋崎　　譲 昭和４３年卒業 平成19年11月11日 逝去

昭４４年 吉井　政樹 昭和４４年卒業 平成19年9月17日 逝去

昭４４年 佐久間　進 昭和４４年卒業 平成20年3月8日 逝去

平 6年 清水　栄彰 平成 6年卒業 平成20年2月26日 逝去

敬称は略させて戴きました。

物物物物　　　　故故故故　　　　者者者者　　　　氏氏氏氏　　　　名名名名

   平成１９年度総会以降平成２０年７月１３日までに、ご遺族や各学年幹事様から
   ご連絡を頂きました方を下記に掲載しました。

こ こ に 謹 ん で 哀 悼 の 意 を 表 し ま す。




