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日時    2009年5月13日（水）18：00～20：00 
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平成21年度（第50回）甲府中学1甲府一高東京同窓会 
                幹事会 式次第 
 

日時：平成21年5月13日（水）18：00～20：00 
会場：東京會舘 本館11階 シルバールーム 

 

＜司会＞当番幹事   清水 勝 

 

1．開会の辞                       当番幹事  清水 勝 

 

2．会長挨拶                       会  長  井上 幸彦 

 

3．当番幹事長挨拶と幹事の紹介        平成21年度当番幹事長  中嶋 文夫 

 

4．出席者数の報告                    当番幹事  清水 勝 

 

5．議長選出 

 

 

6．議題                               資料 

     （1）平成20年度決算報告         平成20年度当番幹事   飯島登美夫 ① 
     （2）平成20年度決算監査報告            監  事   志村 昌也 ① 

（3）平成21年度事業計画及び予算（案）について   当番幹事   清水 勝  ② 
（4）広告申込状況について             当番幹事   野呂瀬秀樹 ③ 
（5）講演会について                当番幹事   長田 弘之 ④ 
（6）懇親会について                当番幹事   藤原 俊男 ⑤ 

（7）総会開催について               当番幹事   清水 勝  ⑥ 

          日時：平成21年7月11日（土）15：00 

          会場：東京曾館本館9階 ローズルーム 

               【総 会】15：00～ 

               【講演会】15：40～ 

               【懇親会】17：00～ 

          会責：1万円 

（8）東京同窓会基金の報告             副会長     廣池 哲夫  ⑦ 

（9）一紅会活動報告               一紅会会長    飯田冨美子 

（10）本年度当番学年幹事から            当番幹事    西野 公子 

 

 

7．その他 

 

8．閉会の辞                       当番幹事   山下 恵子 

 

 

               



甲府中学・甲府一高 東京同窓会 
               平成２０年度会計報告 
 

 
 

以上、平成２０年度甲府中学・甲府一高東京同窓会会計報告をいたします 
平成20年度 45年卒当番幹事長   設楽 久敬 
平成20年度 45年卒当番会計幹事  石川 弘 

 

                 監 査 報 告 

会則により、平成20年度会計（平成19年9月1日～平成20年8月31）に係る収支 

決算内容について、諸帳簿ならびに証拠書類と対照監査の結果、適正に処理が 

為されていることを認めます。 

  平成20年9月８日 

       

                  

 

   甲府中学・甲府一高東京同窓会 

    会長  井 上 幸 彦 殿 

 

 

 

 

項目 予算 実績 実績ー予算

く　収　入　の　部＞

1．前期繰越金 #### #### ####

２．同窓会参加費収入 #### #### ####

3．祝金・寄付金 #### #### ####

４．日新鐘広告収入 #### #### ####

5．雑収入 #### #### ####

収入の部　計 #### #### ####

＜　支　出　の　部　＞

1．総会・‥懇親会費用
　　　（含イベント費用） #### #### ####

２．当番幹事会経費 #### #### ####

3．幹事会費用(5月） #### #### ####

４．事務経費 #### #### ####

5．通信・印刷費 #### #### ####

6．日新鐘・総会資料制作費 #### #### ####

７．ホームページ管理費 #### #### ####

８．一紅会援助費 #### #### ####

９．引継式費用 #### #### ####

10．運営基金組入 #### #### ####

11．甲府同窓会祝い金 #### #### ####

1２．雑費 #### #### ####

小計 #### #### ####

次期繰越金 #### #### ####

支出の部　計 9,255,933 9,266,417 10,484



                                       資料② 

 

甲府中学・甲府一高東京同窓会 平成２１年度会計予算（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成20年度
実績（A）

平成21年度
予算（B)

差　額
（B)-(A)

#### #### ####

1．同窓会参加費収入 #### #### ####

収 2．祝い金・寄付金 #### #### ####

入 3．日新鐘広告収入 #### #### ####

　 の 4．雑収入 #### #### ####

部 　　　　収入の部計 #### #### ####

1．総会・懇親会善用 #### #### ####

2．当番幹事会経費 #### #### ####

3．幹事会費用（09年5月） #### #### ####

4．事務費 #### #### ####

5．印刷・通信章 #### #### ####

支 6．日新鐘・総会資料作成費 #### #### ####

出 7．ホームページ管理費 #### #### ####

  の 8．一紅会援助金 #### #### ####

　 部 9．引継式責用（08年9月） #### #### ####

10．運営基金組入 #### #### ####

11．甲府同窓会祝い金 #### #### ####

12．雑費 #### #### ####

　　　　　支出の部計 8,422,310 8,175,000 -247,310

#### #### ####

項目

前期繰越金

次期繰越金



資料③ 
 
 
2009年（第50回）広告申込状況について 

         
        （5月1日現在） 

 

頭書について下記の通りご報告します。 

 

 

 

 

                記 
1． 広告申込金額合計 

                    2009年申込  （対前年比）     2008年実績 

              2,750千円   （90．0％）       3,090千円 

①一般広告申込金     2,390千円                 2,720千円 

       ②学年広告申込金      360千円               370千円 

 
2．広告申込件数      2009年申込           2008年実績 

                  100件    （130％）         77件        

 

3．1件あたり申込平均金額  2.75万               4.01万 

 

4．第一次申込期間      平成21年3月～4月末 

 

5．所 見 

     上記の通り第一次申込期間を経過した段階で、申込件数は前年実績の130％に達している。 

 しかし1件あたりの申込平均金額が減少していることから、申込金額合計は前年実績の 

     90％にとどまっている。 これは、東京同窓会の隆盛により、個人事業者を中心に例年 

     よりの広告申込数が増加しているものの、経済不況を懸念して企業を中心とする大口申 

     込先が減少したことによるものと考えられる。 

 

  

6．対 策 

     ①今回、一般広告依頼先の334件のうち、未申込有力先に再度アプローチしたい。 

     ②各学年に向けて、学年広告掲載の依頼を再度行いたい。申込期限：5月末日 

     〈ご参考〉 2009年学年広告掲載申込 31年、38年、45年、46年 

           2008年学年広告掲載実績 31年、38年、44年、45年 

 

  

                                               以上 

 

 

 

 

 



資料④－1 

甲府中学・甲府一高東京同窓会 50回記念講演 

 
日 時   2009年7月11日（土）総会終了後 
 
会 場   東京会館9Fローズルーム 

 
演 題 

石橋湛山先生と私 
＆生涯現役100歳を生きる 

 
97歳の現役医師 日野原重明さん。 

3年先（100歳！）までの予定表を持ち、診療・教育・執筆・講演…と、忙しさは“年を 
追ってスピードを増して”いる。 

      75歳以上の元気な人を「新老人」と呼び、新しいことを創（はじ）めようと提唱。 
自ら音楽劇の脚色やアンサンブルの指揮に挑戦し、人々に夢と希望を与えている。 
著書「生き方上手」は120万部のミリオンセラー。 

      講演は年に150回。睡眠は5時間。週に1回は徹夜で原稿を書くが、翌日は「達成感で 
気分はさわやか」だという。 

     石橋湛山先生との接点は…。 
そして、ご専門の立場から、「元気に機嫌よく長生き」する方法を語っていただきます。 

 

講師 

医師 日野原重明 さん 
 

              【プロフィール】 
1911年 山口県生まれ 
1937年 京都帝国大学医学部卒業 
1941年 聖路加国際病院内科医 
    内科医長、院長を歴任 
現在 聖路加国際病院理事長、名誉院長 

（財）ライフ・プランニング・センター理事長 
予防医学の重要性を指摘、成人病を「生活習慣病」と呼ぶ 
2000年「新老人の会」結成 
スローガンは①愛すること ②創めること ③耐えること 
2005年 文化勲章受章 

 

【著書】 
生き方上手（ユーリーグ） 

死をどう生きたか 私の心に残る人びと（中央公論新社） 

十歳のきみへ一九十五歳のわたしから（冨山房インターナショナル） 

いま伝えたい大切なこと－いのち・時・平和（日本放送出版協会） 

ササッとわかる「長生き人生」の優先順位（講談社） 

100歳になるための100の方法 未来への勇気ある挑戦（文藝春秋）など多数 

 

 

 

 



資料④－2 

記念講演会 
3つのメリット 
①記念 

   東京同窓会50回の節目に当たり、例年にはない記念講演会を行って内容を充実させ、 
  H21年度の同窓会を人々の記憶に残るものにしたい。 
②参加者満足 

   同時に、「顧客サービス」という観点からも、1万円払った参加者に「飲食だけでなく 

  講演も聞けてよかった。得した」という満足感を与えたい。特に、リタイアしたシニア 
  にとっては、1万円は決して安くない。パーティーの音楽が「若向け」ならば、講演は 
  むしろシニアを喜ばせたい。 
③収入増 

   （皮算用ではあるが）講演会目当てで参加者が増えれば、居ながらにして会費収入も 
 増える。講師謝礼を払ってもなお十分にペイし、同窓会会計に貢献できる。 

 

講師の条件 
・山梨or甲府中学・一高に何らかの接点・縁があり、 
・十分な知名度があって 
・多くの人に共通の関心事をテーマにできる人 

 

 

 

 

 

母校の大先輩、経済ジャーナリストで総理大臣の石橋湛山先生。 
   その主治医を務めたのが聖路加国際病院の日野原重明さん。昭和32年、病に倒れた 

石橋総理の治療に当たり、以後16年間、親しく石橋湛山先生の人格、識見、哲学にふれ、 

政治家としての強くかつ清々しい生き方に感銘を受けたという。 

   97歳の今も現役で、3年先までの予定表を持ち、診療・教育・執筆・講演…と益々忙し 

い。ご専門の立場から「元気に長生きする方法」についても語っていただく。 

 

 

 

○講演に先立ち、石橋湛山先生の事績を紹介する10分程度の番組を上映。 
○会場入り口で、日野原さんの著書の1冊 
「100歳になるための100の方法 未来への勇気ある挑戦」を頒布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演題 石橋湛山先生と私＆生涯現役100歳を生きる 
講師 医師 日野原重明さん 



 

                                    資料⑤1～4 

  

 



 

  



 

資料⑥－1 

平成21年度（第50回）甲府中学・甲府一高東京同窓会 

               式次第（案） 

                         日時：平成21年7月11日（土）15：00 開会 

                         会場：東京曾館 本館9階 ローズルーム 

 

第一部 総会（15：00～15：30）      司会：46年卒当番幹事事務局長 清水 勝 

1．開会の辞                   46年卒当番幹事長 中嶋 文夫 

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

3．議事                          議 長 井上 幸彦 

 

（1）審議事項 

 

     【1号議案】平成20年度決算報告        平成20年度当番幹事 飯島登美夫 
【2号議案】平成20年度決算監査報告               監  事 志村 昌也 

        【3号議案】平成21年度事業計画及び予算(案)      46年卒事務局長 清水 勝 
      について 

 

 

(2）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                   一紅会会長 飯田冨美子 

③ その他 

 

4．来賓ご挨拶                      甲府一高校長 跡部 和様 

甲府中学・甲府一高同窓会会長 望月 政男様 
                

 

 

5．閉会の辞                               当番幹事 西野 公子 

 

 

 

 

第二部 記念講演会（15：40～16：50） 

 

石橋湛山先生と私＆生涯現役100歳を生きる”     聖路加国際病院 日野原重明先生 
                                  理事長 

 

 

 

 

 

 



資料⑥－2 

 

第三部 懇親会（17：00～18：30）             司会：46年卒 長田 弘之 

                                        岡 真木 

 

1．開会の辞                      46年卒当番幹事長 中嶋 文夫 

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

             

3．同窓物故者に弔慰の黙祷 

 

 

４．乾杯の音頭               甲府中学・甲府一高東京同窓会 渡辺 喜一 
                                  最高顧問 

 

5．恩師紹介 

 

6．会食・歓談 
 

甲府同窓会会長挨拶 
次年度当番幹事挨拶 
『寺内たけし＆BJのキーボード奏者 信田和雄バンドのオールディーズ演奏』 

 

 

7．校歌斉唱 

 

8．エール 

 

９．閉会の辞                          当番幹事 山下 恵子 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         資料⑦ 

 

   東京同窓会積立金ご協力者芳名碌（平成２０年分のみ掲載、詳細は学年幹事まで） 

 

 

 

 

          

 

 

 

            までお願いします 

 

 

   

  

氏      名 日　付 基金への入金 その他入金 備  考
H20.4.1 H20.4.1 ¥17,090 定期貯金金利（通算）

　　　～ ¥92 普通貯金金利

平成20年度当番幹事 H20.8.12 ¥100,000
H21.3.31 志村　様 H20.8.14 ¥20,000

　　　計 ¥120,000 ¥17,182

H21.4.1 H21.4.1 ¥6,820 定期貯金金利（新規）

H21.4.1 ¥1,540 通常貯金金利

平成２０年度の入金、出金状況

基金への寄付は 

ゆうちょ銀行本店 

加入者名 甲府中学一高東京同窓会 



                                         資料⑧ 

2009.5.13 平成２１年度甲府中学・甲府一高東京同窓会 役員名簿（詳細は学年幹事まで） 

役　名 卒 年 氏　　名 〒
1 最高顧問 昭１８年 渡辺　喜一 165-0032
2 最高顧問 昭２７年 恩田　　宗 143-0024
3 顧　　　問 昭２３年 秋山　哲郎 182-0024
4 顧　　　問 昭３０年 神山　　茂 227-0045

5 会　　　長 昭３１年 井上  幸彦 140-0004
6 副　会　長 昭３４年 内藤　　勲 203-0011
7 副　会　長 昭３6年 中村　敏男 123-0023
8 副　会　長 昭３７年 廣池　哲夫 233-0016
9 副　会　長 昭３9年 飯島善一郎 228-0802

10 副　会　長 昭３３年 飯田冨美子 193-0823
11 監　　　事 昭３３年 笠井　莞爾 104-0045
12 監　　　事 昭３5年 志村  昌也 359-1152

1 学年幹事 昭　８年 丹沢　平治 112-0005
2 学年幹事 昭１３年 宮沢  邦夫 151-0051
3 学年幹事 昭１５年 伊藤　好民 221-0811
4 大森  雅典 112-0002
5 大塚　喬清 150-0022
6 立川　孝幸 227-0036
7 一之瀬幸男 151-0064
8 学年幹事 昭１８年 柳澤十四男 167-0051
9 学年幹事 昭１９年 三井　貞治 151-0053

10 学年幹事 昭２０年A 青柳　利雄 248-0007
11 井上　健造 216-0007
12 石川禮次郎 223-0051
13 学年幹事 昭21･22年 加賀美　彰 157-0061
14 学年幹事 昭23･24年 坂本　順二 263-0051
15 依田　智治 249-0005
16 斎藤　育夫 352-0034
17 小田切照男 244-0001
18 鈴木　保秋 191-0032
19 中田　等 227-0045
20 河内　三郎 201-0012
21 齊藤　　豊 182-0023
22 渡辺　圭子 183-0035
23 浅川　英司 189-0026
24 五十嵐節子 330-0803
25 学年幹事 昭３０年 井上　若子 191-0041
26 平賀　一郎 177-0033
27 岩本　福喜 146-0092
28 田中　博久 272-0836
29 若尾　和子 241-0835
30 斉藤　芳樹 191-0041
31 渡辺　元成 193-0826
32 佐藤　　浩 167-0051
33 齋藤　憲弘 1710--45
34 斉藤　峰子 350-1109
35 大野　紘一 185-0033
36 作道    恒 221-0811
37 土川　俊雄 153-0064
38 谷口百合子 179-0072
39 川島　民子 184-0003
40 樋泉　靖志 247-0026
41 武内　紘司 111-0052
42 矢口百合子 182-0012
43 山田　常夫 182-0021

学年幹事 昭２５年

学年幹事 昭２６年

学年幹事 昭２０年B

学年幹事 昭１６年

学年幹事 昭１７年

学年幹事 昭３２年

学年幹事 昭３３年

学年幹事 昭２７年

学年幹事 昭３１年

学年幹事 昭２８年

学年幹事 昭２９年

学年幹事 昭３８年

学年幹事 昭３４年

学年幹事 昭３５年

学年幹事 昭３６年

学年幹事 昭３７年

役　名 卒 年 氏　　名 〒
44 小林　牧子 167-0035

45 笠井　  收 187-0023
46 原　　　護 188-0014

47 斉藤　勝人 185-0003

48 水谷　園江 168-0072
49 内藤　　浩 362-0048

50 山本　秀彦 140-0011
51 小針　直美 332-0011

52 横澤　良次 249-0005
53 八田　政恭 235-0023

54 宇野　文子 234-0054
55 池田　秀雄 114-0023

56 大野　陽造 354-0017

57 竹中みゆき 157-0066

58 清水    昭 101-0065

59 峯川　文江 165-0032
60 設楽　久敬 174-0056

61 飯島登美夫 225-0015
62 村上真理子 292-0815

63 中嶋　文夫 180-0006
64 清水　勝 279-0012

65 野呂瀬秀樹 353-0006
66 山下　恵子 179-0085

67 西野　公子 277-0862

68 矢嵜　裕子 197-0834

69 細田　　仁 104-0032

70 玄間　  稔 229-0011
71 佐藤みどり 182-0021

72 青柳　靖元 181-0013
73 林野　妙子 161-0033

74 辻　恵美子 161-0034
75 清水　喜彦 142-0042

76 杉本　光子 242-0024

77 軽石　泰孝 124-0011

78 寺井ちなみ 270-1164

79 八木下信子 141-0021
80 海沼　弘忠 206-0023

81 望月　裕子 245-0003
82 内田　功志 359-1145

83 飯野　正仁 262-0031
84 矢野　秀樹 158-0096

85 中山　初美 257-0002
86 坂本　浩志 193-0823

87 飯窪　光隆 346-0002

88 学年幹事 昭５４年 田中　哲哉 195-0062

89 学年幹事 昭５５年 相山　　豊 100-0014

90 菅野　　悟 335-0012
91 大塚　　誠 154-0004

92 鷹野　由香 157-0076
93 学年幹事 昭５８年 安達実名美 183-0016

94 学年幹事 昭６０年 星　　明美 181-0013
95 窪田　浩二 216-0003

96 窪田　直哉 330-0074

97 学年幹事 昭６３年 嶋田　幸子 153-0065

学年幹事 昭３９年

学年幹事 昭４０年

学年幹事 昭４１年

学年幹事 昭４５年

学年幹事 昭４２年

学年幹事 昭４３年

学年幹事 昭４４年

学年幹事 昭４９年

学年幹事 昭５０年

学年幹事 昭４６年

学年幹事 昭４７年

学年幹事 昭４８年

学年幹事 昭５６年

学年幹事 昭６２年

学年幹事 昭５１年

学年幹事 昭５２年

学年幹事 昭５３年



                             資料⑨ 

 

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くださいますようお願いいたします。 

 

2009年度（第50回）東京同窓会 

当番幹事   清水 勝宛 

 

Eメール：Shimizu＠ichikou46kai．com 

 

2009年6月19日（金）までにお知らせください 

 

  

記入日：年  月  日 

記入者： （昭和・平成  年卒幹事） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009年7月11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。 

 

 

卒業年 物故者ご氏名 ご逝去の日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


