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 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 

                         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．ご来賓紹介                           清水 勝 

 

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20年度決算報告        平成20年度当番幹事 設楽 久敬 
 
【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 野呂瀬 秀樹 

 

 

 

 

 

 



                                        ② 

 

第二部 記念講演会（15：40～16：50）         司会 46年卒   長田 弘之 

 

 

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 

 

 

 

第三部 懇親会（17：00～18：45）             司会：46年卒 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. 恩師・ご来賓紹介 

 

5. 御崎神社 神主様による神事 
 
6. 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 

 

7. 会食・歓談 
 

次年度東京同窓会当番幹事挨拶 
 
甲府同窓会会長挨拶 
 
次年度甲府同窓会実行委員長挨拶 
 
『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』 

 

8．応援団 校歌斉唱 エール 

 

9. 閉会の辞                          当番幹事 西野 公子 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



               
甲府中学・甲府一高 東京同窓会           ③ 

               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



 

                                        ④ 

 

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



                                          ⑤ 

 

平成２１年度甲府中学・甲府一高東京同窓会 役員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員 卒年 氏名 役員 卒年 氏名 役員 卒年 氏名

最高顧問 昭１８年 渡辺　喜一 学年幹事 昭　８年 丹沢　平治 学年幹事 昭21･22年 加賀美　彰
最高顧問 昭２７年 恩田　　宗 学年幹事 昭１３年 宮沢  邦夫 学年幹事 昭23･24年 坂本　順二
顧　　　問 昭２３年 秋山　哲郎 学年幹事 昭１５年 伊藤　好民 昭２５年 依田　智治
顧　　　問 昭３０年 神山　　茂 昭１６年 大森  雅典 斎藤　邦弘

会長 昭３１年 井上  幸彦 大塚　喬清 昭２６年 小田切照男
副　会　長 昭３４年 内藤　勲 学年幹事 昭１７年 立川　孝幸 鈴木　保秋
副　会　長 昭３６年 中村　敏夫 秋山　裕一 昭２７年 中田　等
副　会　長 昭３７年 廣池　哲夫 学年幹事 昭１８年 柳澤十四男 河内　三郎
副　会　長 昭３９年 飯島善一朗 学年幹事 昭１９年 三井　貞治 昭２８年 齊藤　　豊
副　会　長 昭３３年 飯田冨美子 学年幹事 昭２０年Ａ 青柳　利雄 渡辺　圭子
監　　　事 昭３３年 笠井  莞爾 昭２０年Ｂ 井上　健造 昭２９年 浅川　英司
監　　　事 昭３５年 志村  昌也 石川禮次郎 五十嵐節子

昭３０年 井上　若子 昭３７年 川島　民子 昭４３年 池田　秀雄
樋泉　靖志 大野　陽造

昭３１年 平賀　一郎 昭３８年 武内　紘司 竹中みゆき
岩本　福喜 矢口百合子 昭４４年 清水    昭

昭３２年 田中　博久 山田　常夫 峯川　文江
若尾　和子 昭３９年 小林　牧子 昭４５年 設楽　久敬

昭３３年 斉藤　芳樹 笠井　  收 飯島登美夫
渡辺　元成 昭４０年 原　　　護 村上真理子

昭３４年 佐藤　浩 斉藤　勝人 昭４６年 中嶋　文夫
齋藤　憲弘 水谷　園江 清水　勝
斉藤　峰子 昭４１年 内藤　　浩 野呂瀬秀樹

昭３５年 大野　紘一 山本　秀彦 山下　恵子
作道    恒 小針　直美 清水　勝

昭３６年 土川　俊雄 昭４２年 横溝　良次 野呂瀬秀樹
谷口　百合子 八田　政恭 山下　恵子

宇野　文子 西野　公子

矢嵜　裕子

昭４７年 細田　仁 昭５０年 軽石　泰孝 昭５３年 坂本　浩志
玄間　  稔 寺井ちなみ 飯窪　光隆
佐藤みどり 八木下信子 学年幹事 昭５４年 田中　哲哉

昭４８年 青柳　靖元 昭５１年 海沼　弘忠 学年幹事 昭５５年 相山　　豊
林野　妙子 望月　裕子 昭５６年 菅野　悟
辻　恵美子 内田　功志 大塚　誠

昭４９年 清水　喜彦 昭５２年 飯野　正仁 鷹野　由香
杉本　光子 成島　和仁 学年幹事 昭５８年 安達実名美

中山　初美 学年幹事 昭６０年 星　明美

学年幹事 昭６３年 嶋田　幸子

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事

学年幹事



 

                                 平成21年4月1日現在 

 

            一 紅 会 幹 事 名 簿 

 

役員名 卒年 役員名 卒年 役員名 卒年 役員名 卒年 役員名 卒年
渡辺　圭子 28 井上　若子 30 岩本　福喜 31 若尾　和子　 32 飯田　冨美子　 33
斉藤　峰子 34 村野  久子 34 作道　恒 35 谷口　百合子 36 川島　民子 37
大矢　操 37 梅沢　梅子 38 鈴木　紀子 38 小林　牧子 39 齋藤　美都子 39
水谷　園江 40 河下　利江 40 高木　悦子 41 小針　直美 41 関岡　美佐子 41
宇野　文子 42 辻　敏子 42 竹中　みゆき 43 加藤　まゆみ 43 峯川　文江 44
三田　富貴子 44 塚本　重美 44 村上真理子 45 三井三枝子 45 森田ひとみ 45
佐々木まち子 45 山下　恵子 46 矢嵜　裕子 46 西野　公子 46 山田　陽子 47
小川　早苗 47 佐藤　みどり 47 林野　妙子 48 辻　恵美子 48 雨宮　久美子 50
進藤　博美 51 子安　美幸 51 久田みち子 51 中山　初美 52 吉川  文代 52
鷹野  由香 56 神谷　ひとみ 56 嶋田　幸子 63


