
 

平成 29年度 第 49回 松山中学・松山東高同窓会東海支部総会 

平成 29年 6月 4日［日］11:00開場、11：30 ～ 14:00 

ローズコートホテル 3Fアプローズ東   （敬称略：年は卒業年次） 

【総会次第】      司会  久村 スミ子（S41年) 

1.開会の言葉    副支部長 光田 威彦 （S37年） 

2.物故者への黙祷（30秒） 

3.校歌斉唱  松山中学・松山東高校 校歌（1,2番） 

4.東海支部挨拶 東海支部長 久村 淨  （S41年） 

5.議事 

 【一号議案】28年度事業報告  総務幹事 白方 憲治 （S54年) 

【二号議案】29年度事業計画案 総務幹事 白方 憲治 （S54年) 

 【三号議案】28年度会計報告  副支部長 渡邊 俊雄 （S49年) 

       28年度会計監査報告 会計監事 佐々木 智江（S54年） 

 【四号議案】29年度予算案  副支部長 渡邊 俊雄 （S49年) 

 【五号議案】役員改選  総務幹事 白方 憲治 （S54年) 

6.来賓紹介 

 来賓 同窓会 会長    豊島 吉博 （S44年） 

  松山東高 教頭    小笠原 嘉朗（S53年） 

  関東支部 副支部長   緒方 郁夫 （S52年） 

  近畿支部 支部長   河合 秀行 （S42年） 

  中部愛媛県人会 青年部代表  高田 英徳 

7.来賓祝辞 同窓会 会長   豊島 吉博 （S44年） 

  松山東高 教頭    小笠原 嘉朗（S53年） 

8.閉会の言葉            副支部長 渡邊 俊雄 （S49年) 

【懇親会次第】     司会  佐々木 智江 (S54年) 

1.開会の言葉    副支部長 正岡 義彦 （S47年) 

2.来賓祝辞 関東支部 副支部長   緒方 郁夫 （S52年） 

  近畿支部 支部長   河合 秀行 （S42年） 

  中部愛媛県人会 青年部代表  高田 英徳 

3.東海地区以外からのご出席者紹介 

4.乾杯   副支部長 光田 威彦 （S37年） 

5.歓談 

6.愛媛県の PR 愛媛県営業本部 名古屋営業課長  白石 拓也 

7.女子会の活動紹介 会計監事 榊原 由紀子（S55年) 

8.ゴルフ部の紹介 副支部長 渡邊 俊雄 （S49年) 

9.福引き   幹事 佐々木 智江（S54年） 

   会計監事 榊原 由紀子（S55年) 

   幹事 堤 こずゑ （H06年) 

10.閉会の言葉   幹事 堤 こずゑ （H06年) 

11.写真撮影    出席者全員 
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 [一号議案] 

＜平成 28年度事業報告＞ 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

No. 日付 行事 場所 出席者 備考 

1 平成 28年 04月 03日 役員会 ﾛｰｽﾞｺｰﾄﾎﾃﾙ 10名 総会準備 

2 平成 28年 05月 21日 役員会 上前津：ﾙﾅﾋﾞｱﾝｶ 11名 総会準備 

3 平成 28年 05月 28日 本部同窓会総会 ひめぎんﾎｰﾙ 
 

鴨頭支部長出席 

4 平成 28年 06月 05日 総会・懇親会 ﾛｰｽﾞｺｰﾄﾎﾃﾙ 36名 愛媛県 PR・物産販売 

5 平成 28年 06月 26日 関東支部総会 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷 
 

久村支部長出席 

6 平成 28年 07月 01日 近畿支部総会 大阪第一ﾎﾃﾙ 
 

光田副支部長出席 

7 平成 28年 07月 18日 役員会 ﾗ･ｸﾗｽ 金山店 10名 総会反省会 

8 平成 28年 09月 15日 第 1回女子会 ﾗ･ﾎﾟﾙﾄ ﾏﾙｾｲﾕ 8名  

9 平成 29年 02月 04日 役員会 四川菜園 金山店 14名 年度内総括・新年会 

10 平成 29年 03月 31日 東海支部便り発信   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 

東海支部会員状況 

会員数 327 名（Mail：113 名、TEL：161 名、住所のみ：53名）  ※昨年より 1名増加 

 

主な活動内容と成果 

（１）待望の東海支部女子会の発足！ 

女性会員の憩いの場として女子会が発足し、9月 15日に記念すべき第一回女子会が名古屋栄の

ラ・ポルト マルセイユで開催されました。8名の方々が参加されて楽しい時間を過ごされました。 

多数寄せられたご参加者のコメントから、ごく一部の抜粋ですが、ご紹介させて頂きます。 

「素敵な雰囲気のお店で，美味しい食事をいただきながら，女子会ならではの会話を楽しませてい

ただきました。今後も，女性卒業生の輪が更に広がっていくことを楽しみにしています。」 

「幅広く学年を越え、また三重、岐阜、愛知からと住まいの距離を越えての集いは、殆どの方々が

初対面にも関わらず、まるで旧知の友との再会のように懐かしささえ覚える心和む時間でした。」 

「取り止めの無いガールズ？トーク・・・女子会レポートを東高同級の友にメールしたら直ぐに返信

が来ました。そうなんです！同窓の輪は繋がっているのです。私、どえりゃあ・・ハッピーだがね！」 

女性会員の方々は、次回開催される女子会に是非ともご参加ください。 

 

（２）早期の総会案内と同時の支部便り郵送配布復活による総会出席者拡大策実施 

従来は総会開催 1 ヶ月前に送付していた総会案内を約半月早めるとともに、昨年はホームページ

掲載のみとした支部便りを同封し、昨年度の総会の様子をご紹介して、出席者拡大を図りました。 

成果として会員出席者数が昨年の 30名から 43 名に増加しました。 

 

（３）同窓会費の本部年会費制度への移行による財政安定化 

27 年度から同窓会本部のご協力により同窓会本部年会費制度へ移行し、広範囲の会員から会費

を徴収出来るようになりました。28 年度の同窓会費納付者数は 118 名と昨年より 15 名増加し、一昨

年の 40名からは約 3倍に拡大しました。今後は、この財政基盤を活用して最大イベントである総会を

改革し、会員間の交流促進や若手会員の参加拡大による同窓会活動の活性化を目指します。 
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[二号議案] 

＜平成 29年度事業計画案＞ 
平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

No. 日付 行事 場所 出席者 備考 

1 平成 29年 04月 23日 役員会 四川菜園 金山店 ７名 総会準備 

2 平成 29年 05月 20日 役員会 四川菜園 金山店 8名 総会準備 

3 平成 29年 05月 27日 本部同窓会総会 ひめぎんﾎｰﾙ 
 

久村支部長出席 

4 平成 29年 06月 04日 総会・懇親会 ﾛｰｽﾞｺｰﾄﾎﾃﾙ 
  

5 平成 29年 06月 25日 関東支部総会 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷 
 

鴨頭顧問出席 

6 平成 29年 07月 14日 近畿支部総会 大阪第一ﾎﾃﾙ 
 

渡辺副支部長出席 

7 平成 29年 07月 22日 役員会 未定  総会反省会 

8 平成 29年 09月 24日 東海支部便り発信 
  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 

9 平成 29年 12月 02日 役員会 未定  年内総括・忘年会 

10 平成 30年 03月 04日 役員会 未定  総会準備 

11 平成 30年 03月 25日 総会案内発送   支部便り添付 

 

平成 29年度の活動方針について 

（１）現状の課題 

一昨年度の選抜甲子園応援に端を発した同窓会活動の活性化は、名簿上の会員数の倍増と同

窓会本部年会費制度移行による同窓会会費納付者の大幅拡大（3.0倍）という成果を上げました。 

また、早期の総会案内と同時の支部便り郵送配布の施策により、総会出席会員数は、昨年の 30

名から 43名に増加しました。 

しかしながら、今年の総会出席会員の平均年齢は 62.9 歳と大幅に高齢化しており、40 名の出席

者のうち 50 歳未満は僅か 5 名の状況です。役員の年齢構成も同様であり、若手会員の拡大が課題

です。（役員も同様に 50歳未満は、わずかに 2名で平均年齢 61.0歳です。） 

 

(２)活動方針 

その１ “女子会・ゴルフ部会の活動や中部愛媛県人会青年部との連携による総会出席者拡大” 

 

昨年度は、待望の女子会が発足しましたが、今年度はそれに加えてゴルフ部会の活動を開始し、

中部愛媛県人会青年部と連携し、会員交流の機会を増やして総会出席者の拡大を目指します。 

 

その 2 “来年度の第 50 回総会の盛会に向けた準備推進” 

 

来年度は、節目の第 50 回総会が開催されます。記念大会に相応しいイベントを企画して、大勢の

会員の方々に出席頂き、50年目を迎える東海支部の更なる発展を目指します。 
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 [三号議案] 

＜平成 28年度会計報告書＞ 
平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

   収入 

科目 H28年度予算 H28年度決算 増減額 備考 

本部交付金 75,000  75,000  0 
 

年会費 85,000  118,000  33,000 118名分 

総会会費 175,500  164,000  △11,500 32名分 

来賓祝金 30,000  40,000  10,000 
 

寄付 0  2,000  2,000 
 

利息 0  0  0 
 

小計 365,500  399,000  33,500 
 

前年度繰越 231,770  231,770  0 
 

合計 597,270  630,770  33,500 
 

   支出 

科目 H28年度予算 H28年度決算 増減額 備考 

本部支部総会祝金 30,000  30,000  0 
 

総会案内通信費 30,000  19,678  △ 10,322 H28 

備品 3,000  0  △ 3,000 
 

総会会場費 195,000  189,129  △ 5,871 36名分 

土産代 10,800  11,880  1,080 
 

県人会広告費 20,000  20,000  0  

支部便り作成費 20,000  0 △ 20,000  

支部便り通信費 45,000  47,249  2,249 H29案内共 

小計 353,800  317,936  △ 35,864 
 

次年度繰越 243,470  312,834  69,364 
 

合計 597,270  630,770  33,500 
 

 

当期収入 当期支出 当期純繰越 

399,000 317,936  81,064 

 

前期繰越金 当期純繰越 次期繰越金 

231,770  81,064 312,834 

 

平成 29年 5月 20日(土) 四川菜園において、上記の会計報告を基に厳正に監査致しました 

ところ、正確に会計処理されていることを認め、ここにご報告致します。 

                平成 29年 5月 20日 

                    会計監事  佐々木 智江    
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[四号議案] 

＜平成 29年度予算案＞ 
平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

   収入 

科目 H28年度決算 H29年度予算 増減額 備考 

本部交付金 75,000  75,000  0 
 

年会費 118,000  120,000  2,000 120名分 

総会会費 164,000  180,000  16,000 40名分 

来賓祝金 40,000  40,000  0 
 

寄付 2,000  0  △ 2,000 
 

利息 0 0  0 
 

     
小計 399,000  415,000  16,000 

 
前年度繰越 231,770  312,834  81,064 

 
合計 630,770  727,834  97,064 

 
   支出 

科目 H28年度決算 H29年度予算 増減額 備考 

本部支部総会祝金 30,000  30,000  0 
 

総会案内通信費 19,678  5,000  △ 14,678 
 

備品 0  3,000  3,000 
 

総会会場費 189,129  227250  38,121 45名分 

土産代 11,880  10,800  △ 1,080 
 

県人会広告費 20,000  20,000  0 
 

支部便り作成費 0 10,000  10,000 
 

支部便り通信費 47,249  43,200  △ 4,049 300名分 

本部支部総会交通費 0  20,000  20,000  

     

小計 317,936  369,250 51,314 
 

次年度繰越 312,834  358,584  45,750 
 

合計 630,770  727,834  97,064 
 

 

当期収入 当期支出 当期純繰越 

415,000  369,250  45,750 

 

前期繰越金 当期純繰越 次期繰越金 

312,834  45,750 358,584 
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[五号議案] 

＜役員改選＞ 
新役員は、東海支部会則 附則２参照 

 

 

愛媛県立松山中学・松山東高校同窓会東海支部会則 

第 1条 本会は松山中学・松山東高校同窓会東海支部と称する。 

第 2条 本会は会員相互の親睦をはかり母校との関係を密接にし、 

その発展に寄与することを目的とする。 

第 3条 本会は次の会員で組織する。 

1 愛媛県立松山東高校(普通科)卒業生 

2 愛媛県立松山中学校および前身校卒業生 

第 4条 本会は愛媛県立松山東高校内におかれた同窓会本部の支部として， 

「東海地区在住の会員による東海支部」としての位置づけとする。 

第 5条 本会は目的を達成するため次の事業を行う。 

1 各種の会合を催す 

2 会員名簿及び会誌を随時発行する 

3 その他適当な事業 

第 6条 本会は毎年 1回総会を開催する。 

ただし、必要により臨時総会を開くこともある 

第 7条 総会においては会務を報告し、会則変更および本会の目的達成上 

必要な事項を審議する。 

総会における決議は出席者の過半数の賛成をもってする。 

第 8条 本会に次の役員を置く 

○支部長  1名  ○副支部長 若干名  ○総務幹事 1名 

○会計幹事 1名  ○会計監事 1名       ○幹事  若干名 

役員の任期は 3年とする。ただし再選はさまたげない 

第 9条 支部長は総会で会員の中より選挙で決める。 

その他の役員は支部長がこれを委嘱する。 

第 10条 本会に功労のあった方で支部長が推薦し役員会で認めるときは 

顧問として委嘱する 

第 11条 役員の任務はおおむね次のとおりとする 

(ア)支部長は会務を統括する。 

(イ)副支部長は支部長を補佐し諸般の会務をつかさどる 

(ウ) 総務幹事は諸般の会務を補佐する 

(エ)会計幹事は会計および決算を担当する 

(オ)会計監事は会計を監査する 

(カ)幹事は会員を代表し会務に参与する 

第 12条 本会の会計年度は 4月 1日から翌年 3月 31日までとする 
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第 13条 会費は次の通りとする。 

1. 会員は年会費として同窓会本部へ金 2,000円を納入するものとする。 

特典として同窓会誌「明教」に氏名を記載し最新号を贈呈する。 

なお納入期限は原則として当年 9月末日までとする。 

2. 当年 4月からの新年度内にその大半が満年齢 80歳を迎える年次の会員は 

当年及びそれ以降における前項の年会費を免除する。 

 

      

(平成 17年 6月 4日施行) 

(平成 24年 6月 3日一部改定) 

(平成 25年 6月 9日一部改定：附則の追加) 

(平成 26年 6月 1日一部改定：役員交代等) 

(平成 27年 6月 7日一部改定：年会費改定・HP追加・役員改選等) 

(平成 28年 6月 5日一部改定：役員改選・附則一部改定等) 

(平成 29 年 6 月 4 日一部改定：役員改選) 
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附則１ 東海支部とは、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県の東海４県に在住の同窓生を 

対象とする。尚、他県在住の同窓生であっても、希望あれば会員として認める。 

 

附則２ 東海支部役員は以下の通りとする。         

    支部長  久村 淨  （S41卒） 

    副支部長 光田 威彦 （S37卒） 

         正岡 義彦 （S47卒） 

         渡邊 俊雄 （S49卒） 

    総務幹事 白方 憲治 （S54卒） 

    会計幹事 松友 誠  （H20卒） 

    会計監事 榊原 由紀子（S55卒） 

    幹事   松田 耕三 （S41卒） 

         川端 哲司 （S47卒） 

         本田 秀昭 （S51卒） 

         佐々木 智江（S54卒） 

         堤 こずゑ （H06卒） 

    顧問   三橋 和彦 （S32卒）  

鴨頭 治彦 （S40卒） 

 

附則３ 東海支部の所在地は以下の通りとする。 

    〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦２丁目８－１ 伊予銀行 名古屋支店内 

 

附則４ 東海支部の代表メールアドレスとホームページ（HP）は以下の通りとする。 

    E-Mail   tokai.meikyo@gmail.com 

    Home Page  http://tokai-meikyo.wix.com/matsuyamahigashi/ 

なお、上記メールアドレスとホームページの管理は支部長の指示の下で 

総務幹事が行う。 

 

附則５ 年間計画 

    ４月  会計監査 

    ５月  役員会   

  （総会準備、会計報告。原則、総会２週間前の土曜日昼とする。） 

        同窓会本部総会（原則、最終土曜日） 

    ６月  東海支部総会 （原則、第１日曜日昼とする。） 

関東支部総会 

    ７月  関西支部総会 

役員会    （原則、第２土曜日夜とする。総会の反省会） 

    ９月  東海支部便り発行 

    １２月 役員会    （原則、第１土曜日夜とする。） 

    ３月  役員会    （原則、第１日曜日昼とする。） 
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[五号議案] 

 役員改選 

mailto:tokai.meikyo@gmail.com
http://tokai-meikyo.wix.com/matsuyamahigashi/
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松山中学・松山東髙同窓会東海支部会員名簿 (1/3) （2017年 6月 4 日現在） 

No. 卒年 氏名 旧姓 地域 電話 ﾒｰﾙ   No. 卒年 氏名 旧姓 地域 電話 ﾒｰﾙ 

1 S19 曽我美 勝   岐阜県岐阜市 ○ ○   56 S39 近藤 ミチ子   愛知県一宮市     

2 S23 仲田 幸文   愛知県愛知郡 ○ ○   57 S39 高門 祐三   愛知県豊橋市 ○ ○ 

3 S25 森 昭夫   愛知県豊明市 ○ ○   58 S39 高橋 米子   名古屋市中川区     

4 S26 渡部 宣子 渡部 愛知県知立市 ○     59 S39 田名後 弘   愛知県春日井市     

5 S28 赤背戸 弘子 新田 愛知県豊橋市 ○     60 S39 谷 悦子   名古屋市昭和区     

6 S28 西村 和子 清家 岐阜県瑞浪市 ○     61 S39 本田 晴子 杉原 三重県亀山市 ○ ○ 

7 S28 村松 満   静岡県浜松市 ○     62 S39 和田 久栄   愛知県春日井市     

8 S29 榎股 正雄   愛知県小牧市 ○     63 S40 井谷 正彦   岐阜県岐阜市 ○   

9 S29 廉岡 省三   名古屋市名東区 ○ ○   64 S40 上田 恭介   名古屋市瑞穂区 ○   

10 S29 木田 憲治   名古屋市昭和区 ○     65 S40 大西 誠一   岐阜県大垣市 ○   

11 S29 田井 孝   静岡県静岡市 ○     66 S40 池田 庸子 大日 岐阜県岐阜市 ○ ○ 

12 S29 松友 陽子 西山 岐阜県岐阜市 ○     67 S40 鴨頭 治彦   名古屋市昭和区 ○ ○ 

13 S30 江戸 静雄   三重県名張市 ○     68 S40 喜久生 明男   岐阜県岐阜市 ○ ○ 

14 S30 滝 清美 ﾅﾀﾞ 名古屋市北区 ○     69 S40 甲畑 俊郎   愛知県一宮市 ○ ○ 

15 S30 藤墳 愛子 仙波 愛知県安城市 ○     70 S40 篠木 邦子 仙波 三重県津市 ○   

16 S30 村上 晃之   静岡県賀茂郡 ○     71 S40 高岡 法雄   名古屋市東区 ○   

17 S30 森川 博   静岡県沼津市 ○     72 S40 永井 峻   静岡県田方郡 ○   

18 S31 山口 京子 ｳﾂﾉﾐﾔ 岐阜県加茂郡 ○     73 S40 谷村 たみこ 二宮 愛知県犬山市 ○   

19 S31 清家 嘉代子   愛知県岩倉市 ○     74 S40 栗原 和子 ﾓﾘﾔﾏ 愛知県大府市 ○   

20 S32 曲淵 宏亘   静岡県浜松市 ○     75 S40 倉持 恵美子 阿藤 埼玉県さいたま市 ○ ○ 

21 S32 松澤 龍二   愛知県半田市 ○     76 S41 井手 宣夫   愛知県小牧市 ○   

22 S32 三橋 和彦   名古屋市緑区 ○ ○   77 S41 井村 満男   静岡県焼津市 ○ ○ 

23 S32 山口 倝示   愛知県日進市 ○ ○   78 S41 大井 信広   静岡県沼津市 ○   

24 S32 和田 久司   名古屋市緑区 ○     79 S41 川西 純子 石川 静岡県藤枝市 ○   

25 S33 上原 浩   岐阜県大垣市 ○ ○   80 S41 杉原 眞弓 松本 岐阜県瑞穂市 ○ ○ 

26 S33 和田 和子 大西 名古屋市緑区 ○     81 S41 高須賀 正男   愛知県刈谷市 ○   

27 S34 小倉 域延   愛知県豊橋市 ○     82 S41 戸田 和子 永吉 静岡県三島市 ○   

28 S34 佐伯 和記   愛知県江南市 ○     83 S41 葉山 蓉子 ｼﾗｽｶ 三重県四日市 ○ ○ 

29 S34 根崎 久美子 竹内 愛知県日進市 ○ ○   84 S41 久村 淨   愛知県知立市 ○ ○ 

30 S34 豊島 芙美子 ｵｵｼﾏ 名古屋市北区 ○     85 S41 久村 スミ子 門屋 愛知県知立市 ○ ○ 

31 S34 緒方 紀久子 ﾊｼﾓﾄ 愛知県額田郡 ○     86 S41 藤崎 秀隆   愛知県岡崎市 ○   

32 S34 羽白 悦子 野本 静岡県藤枝市 ○ ○   87 S41 松田 耕三   名古屋市緑区 ○ ○ 

33 S34 平野 順子 山田 静岡県静岡市 ○     88 S41 村上 慎吾   名古屋市中区 ○   

34 S34 河野 恵美子 宮本 名古屋市北区 ○     89 S41 吉田 健   名古屋市千種区 ○   

35 S35 江口 直彌   愛知県丹羽郡 ○     90 S42 入江 豊   静岡県浜松市 ○   

36 S35 尾崎 毅   愛知県岡崎市 ○     91 S42 大塚 長子 大谷 愛知県豊田市 ○   

37 S35 谷村 英彦   愛知県犬山市 ○     92 S42 新井 義雄 大西 岐阜県大垣市 ○   

38 S35 三好 常三郎   三重県多気郡 ○     93 S42 大林 眞次   愛知県刈谷市 ○   

39 S35 山端 隆司   愛知県知立市 ○     94 S42 織田 博則   名古屋市緑区 ○   

40 S35 井原 久仁子   三重県伊勢市 ○     95 S42 倉田 信子   名古屋市守山区 ○   

41 S35 北澤 玖美暐   名古屋市名東区 ○     96 S42 竹村 博文   三重県桑名市 ○   

42 S35 草川 益美   静岡県静岡市 ○     97 S42 冨田 栄一   岐阜県岐阜市 ○ ○ 

43 S35 斎藤 俊子 井上 名古屋市緑区 ○     98 S42 橋田 芳江 ﾊｼﾀﾞ 三重県桑名市 ○   

44 S36 小木曾 浩子 ﾎﾘｴ 愛知県春日井市 ○     99 S42 曽我 正平 ﾏﾂｷ 名古屋市東区     

45 S36 興津 美那子 宮脇 静岡県富士宮市 ○     100 S42 水口 寛   名古屋市昭和区 ○ ○ 

46 S36 沖塩 雄身   静岡県沼津市 ○     101 S42 宮本 正夫   静岡県三島市 ○   

47 S36 谷井 陽子 野村 静岡県富士市 ○     102 S42 山下 文秋   愛知県尾張旭市     

48 S36 藤岡 洋   愛知県海部郡 ○     103 S42 渡部 繁喜   愛知県豊川市 ○   

49 S36 松井 景樹   愛知県春日井市 ○     104 S43 和泉 章   三重県名張市     

50 S36 山田 公子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ 愛知県小牧市 ○     105 S43 小原 恒久   岐阜県多治見市 ○   

51 S37 市川 静子 ﾌｼﾞﾓﾄ 静岡県沼津市 ○     106 S43 梶谷 栄子 久保 愛知県犬山市     

52 S37 長沢 千恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞ 静岡県静岡市 ○     107 S43 上田 恭子 高橋 名古屋市名東区 ○ ○ 

53 S37 仲田 忠夫   愛知県日進市 ○ ○   108 S43 旭 芳子 棚橋 愛知県日進市 ○   

54 S37 川嶋 章子 福桝 三重県四日市 ○     109 S43 弓達 紀美子 友近 静岡県駿東郡 ○   

55 S37 光田 威彦   愛知県高浜市 ○ ○   110 S43 白水 位江 水内 岐阜県岐阜市 ○   
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凡例 H27年度出席 H28年度出席 H29年度出席



 

松山中学・松山東髙同窓会東海支部会員名簿 (2/3)  （2017年 6月 4 日現在） 

No. 卒年 氏名 旧姓 地域 電話 ﾒｰﾙ   No. 卒年 氏名 旧姓 地域 電話 ﾒｰﾙ 

111 S44 雨宮 照雄   三重県津市 ○    166 S51 加藤 政博   愛知県岡崎市 ○ ○ 

112 S44 山内 久則   愛知県岡崎市 ○ ○  167 S51 正岡 純子 上西 名古屋市緑区 ○ ○ 

113 S45 有田 美文   名古屋市南区 ○ ○  168 S51 木本 安英   名古屋市緑区 ○   

114 S45 岡 建樹   愛知県豊橋市 ○ ○  169 S51 德丸 宗利   名古屋市緑区 ○ ○ 

115 S45 宇佐美 志子 ｵｻﾞｷ 三重県四日市      170 S51 富田 穣二   静岡県御殿場市 ○ ○ 

116 S45 忽那 一也   愛知県春日井市 ○    171 S51 本田 秀昭   名古屋市瑞穂区 ○ ○ 

117 S45 岡 眞弓 河野 愛知県豊橋市 ○ ○  172 S51 桝田 昌明   名古屋市瑞穂区 ○ ○ 

118 S45 藤崎 房枝 富田 愛知県岡崎市 ○    173 S51 松本 勝典   愛知県小牧市 ○   

119 S45 中島 操 深瀬 岐阜県岐阜市 ○    174 S51 三神 敬   静岡県沼津市 ○   

120 S45 藤井 泰子 ﾏｴﾀﾞ 三重県伊勢市 ○    175 S51 矢野 均   名古屋市千種区 ○   

121 S45 牧 俊逸   愛知県春日井市 ○    176 S52 豊島 美信 ｵｵｻﾜ 愛知県豊橋市 ○ ○ 

122 S45 八木 克典   愛知県豊明市 ○ ○  177 S52 鷹尾 洋子 栗田 三重県津市 ○   

123 S45 山崎 和茂   岐阜県羽島市 ○    178 S52 佐藤 隆一   岐阜県岐阜市 ○   

124 S46 岡本 将   愛知県豊田市 ○    179 S52 鈴木 一孝   愛知県小牧市 ○   

125 S46 佐伯 恵子 ﾄﾀﾞ 三重県桑名市 ○ ○  180 S52 舘 ゆかり 寒川 愛知県清須市 ○ ○ 

126 S47 天草 治彦   名古屋市緑区 ○ ○  181 S52 豊島 哲   愛知県豊橋市 ○ ○ 

127 S47 山上 真智子 ｲｼｻﾞｷ 名古屋市熱田区 ○ ○  182 S52 福岡 治郎   静岡県磐田市 ○   

128 S47 釆女 正人   名古屋市緑区 ○    183 S53 大岡 洋子   名古屋市昭和区 ○ ○ 

129 S47 小松 喜代 大日 愛知県長久手市 ○ ○  184 S53 大西 直也   名古屋市守山区     

130 S47 川端 哲司   愛知県豊田市 ○ ○  185 S53 武田 文光   静岡県浜松市 ○   

131 S47 岩田 郁子 ｶﾝﾉ 静岡県伊豆の国

市 
○    186 S53 津嶋 輝好   岐阜県各務原市 ○   

132 S47 小池 陽一   名古屋市緑区 ○    187 S53 成松 聖子 宝来 愛知県刈谷市 ○ ○ 

133 S47 近藤 隆彦   愛知県岡崎市 ○ ○  188 S53 松尾 肇子   名古屋市天白区 ○ ○ 

134 S47 加藤 敦子 佐藤 岐阜県多治見市 ○    189 S53 向井 啓雄   静岡県静岡市 ○ ○ 

135 S47 岡 美保 沢田 愛知県豊田市 ○    190 S54 亀谷 幸美 吾川 名古屋市瑞穂区 ○   

136 S47 鵜飼 知子 白石 愛知県春日井市 ○ ○  191 S54 高橋 淳子 戒田 名古屋市瑞穂区 ○   

137 S47 鷹尾 定保   三重県津市 ○    192 S54 中野 洋子 桐山 静岡県焼津市 ○ ○ 

138 S47 天草 富美子 田子 名古屋市緑区 ○ ○   193 S54 窪田 誠治   愛知県豊田市 ○ ○ 

139 S47 正岡 義彦   名古屋市緑区 ○ ○   194 S54 足立 正子 河野 愛知県豊田市 ○ ○ 

140 S47 小池 つつみ 森 名古屋市緑区 ○     195 S54 白方 憲治   岐阜県多治見市 ○ ○ 

141 S47 山盛 登代子 ﾓﾘｻﾀﾞ 愛知県知多郡 ○     196 S54 高橋 一志   名古屋市瑞穂区 ○ ○ 

142 S48 阿部 達治   愛知県豊川市 ○ ○   197 S54 佐々木 智江 竹田津 愛知県小牧市 ○ ○ 

143 S48 加茂 雅昭   岐阜県可児市 ○     198 S54 田中 豊己   愛知県春日井市 ○ ○ 

144 S48 北島 邦彦   愛知県春日井市 ○ ○   199 S54 佐藤 千智 中岡 愛知県一宮市 ○   

145 S48 佐山 純一   静岡県裾野市 ○     200 S54 杉本 貴代美 松田 三重県鈴鹿市     

146 S48 大中 阿津子 ﾀﾙﾐ 愛知県豊田市       201 S54 矢野 竜也   名古屋市昭和区 ○ ○ 

147 S48 川端 恵子 ﾅｶﾞﾔｽ 愛知県豊田市 ○ ○   202 S54 山下 和彦   愛知県豊田市 ○ ○ 

148 S48 鎌田 久美子 ﾏﾂﾀﾞ 愛知県春日井市 ○ ○   203 S55 相原 哲夫   静岡県三島市 ○   

149 S48 三浦 憲二   愛知県愛知郡 ○ ○   204 S55 安藤 渉二   名古屋市緑区 ○ ○ 

150 S48 阿部 裕美 ﾑﾗｶﾐ 愛知県豊川市 ○     205 S55 大野 篤志   愛知県小牧市 ○   

151 S48 八束 伸明   愛知県豊橋市 ○ ○   206 S55 大野 敏則   静岡県浜松市 ○ ○ 

152 S48 山田 博淳   愛知県刈谷市 ○ ○   207 S55 榊原 由紀子 小西 名古屋市東区 ○ ○ 

153 S49 大森 和子 ｳｼﾞﾊﾗ 愛知県知多郡 ○     208 S55 宮島 栄子 篠原 愛知県安城市 ○ ○ 

154 S49 中島 洋子 ｷﾖｶﾜ 三重県四日市 ○     209 S55 田所 正己   名古屋市名東区 ○ ○ 

155 S49 山内 順子 ｺｼﾞﾏ 愛知県岡崎市 ○ ○   210 S55 灘野 大太   名古屋市名東区     

156 S49 大原 千代子 ﾅｺﾞｼ 愛知県刈谷市 ○     211 S55 三浦 直子 富士原 愛知県豊橋市 ○   

157 S49 炭崎 育子 ﾐﾂﾅｶﾞ 岐阜県多治見市 ○     212 S55 藤井 有子   愛知県安城市 ○   

158 S49 山本 明紀   愛知県瀬戸市 ○     213 S56 鈴木 由佳 ﾀﾅｶ 名古屋市千種区 ○ ○ 

159 S49 若田 充   静岡県浜松市 ○     214 S56 一柳 礼子 田中 愛知県岡崎市 ○   

160 S49 渡邊 俊雄   名古屋市緑区 ○ ○   215 S56 水島 克史   三重県四日市 ○   

161 S50 鈴木 耕治 岡 静岡県浜松市 ○ ○   216 S56 渡部 修三   名古屋市瑞穂区 ○   

162 S50 河崎 泰成   静岡県浜松市 ○     217 S57 稲垣 一徳   静岡県富士宮市 ○   

163 S50 西野 恵子 ﾐﾖｼ 静岡県浜松市 ○     218 S57 栗田 亨   愛知県知立市 ○   

164 S50 吉野 均   愛知県刈谷市 ○     219 S57 小林 智美 郷田 愛知県蒲郡市 ○ ○ 

165 S51 田中 洋子 泉 名古屋市緑区 ○ ○   220 S57 中村 知子 﨑山 愛知県一宮市 ○   
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松山中学・松山東髙同窓会東海支部会員名簿 (3/3) （2017年 6月 4 日現在） 

No. 卒年 氏名 旧姓 地域 電話 ﾒｰﾙ   No. 卒年 氏名 旧姓 地域 電話 ﾒｰﾙ 

221 S57 向井 香奈子 ｼﾉｻﾞｷ 静岡県静岡市 ○ ○ 

 

276 H04 伊丹 健博   名古屋市中村区 ○   

222 S57 真部 美樹子 ﾀﾝﾊﾞﾗ 静岡県駿東郡     

 

277 H04 正田 哲也   名古屋市名東区     

223 S57 中奥 典子 ﾏﾂﾀﾞ 愛知県豊田市 ○ ○ 

 

278 H05 井伊 聡明   静岡県浜松市 ○   

224 S58 石田 竜二   愛知県津島市     

 

279 H05 岡田 亮一   静岡県藤枝市 ○   

225 S58 渡部 尚子 田所 名古屋市緑区 ○   

 

280 H05 杉原 伊都子 尾﨑 名古屋市天白区 ○ ○ 

226 S58 石田 真由美 ﾌｼﾞ 愛知県津島市     

 

281 H05 久保 干城   愛知県豊田市     

227 S58 今橋 由利 ﾏﾂｵｶ 愛知県豊橋市 ○   

 

282 H05 寺澤 幸枝 土岐 名古屋市昭和区 ○ ○ 

228 S58 松本 大輔   愛知県春日井市 ○   

 

283 H05 中村 愛果   名古屋市守山区 ○   

229 S59 浅井 伸子 ｱｷﾓﾄ 名古屋市天白区 ○   

 

284 H05 加納 圭子   愛知県みよし市     

230 S59 平松 祥子 ｲﾃﾞ 名古屋市千種区 ○   

 

285 H05 岡田 真司   静岡県藤枝市 ○   

231 S59 小田 康二   愛知県日進市 ○   

 

286 H05 小山 真司   名古屋市東区     

232 S59 越智 浩   静岡県浜松市 ○ ○ 

 

287 H05 三上 仁美   名古屋市千種区     

233 S59 倉田 孝幸   静岡県富士市 ○ ○ 

 

288 H05 脇田 晃典   名古屋市天白区     

234 S59 武田 基   愛知県知多市     

 

289 H06 大西 真弓 ﾂﾁﾔ 名古屋市中村区     

235 S59 桧垣 紀安   三重県松阪市 ○   

 

290 H06 三好 辰典   愛知県刈谷市     

236 S60 西川 晶子 ｵｵｼﾏ 三重県多気郡 ○   

 

291 H06 吉岡 邦彦   名古屋市北区 ○   

237 S60 垣添 孝成   静岡県浜松市 ○   

 

292 H06 花山 良平   静岡県浜松市 ○ ○ 

238 S60 山口 智子 ｻｻｷ 静岡県三島市 ○   

 

293 H06 堤 こずゑ 加藤 名古屋市中区 ○ ○ 

239 S60 中路 正弥   静岡県浜松市     

 

294 H07 大畑 悦子 杉田 名古屋市名東区 ○   

240 S61 窪田 恭幸   名古屋市中区     

 

295 H07 井上 博介   静岡県磐田市     

241 S61 坂口 久美子 ﾀｼﾛ 愛知県安城市 ○   

 

296 H08 花山 文 ｸﾘﾀ 静岡県浜松市 ○ ○ 

242 S61 渡辺 裕介   愛知県一宮市     

 

297 H09 馬場 晶子 ﾀﾏｲ 名古屋市西区 ○   

243 S61 山崎 正宣   三重県四日市 ○   

 

298 H09 奥田 貴子 ﾔｸｼｼﾞﾝ 静岡県掛川市 ○ ○ 

244 S62 浅海 周   名古屋市千種区     

 

299 H09 平川 裕貴   愛知県日進市 ○   

245 S62 石山 雄治   愛知県岡崎市 ○ ○ 

 

300 H10 髙岡 勝哉   愛知県一宮市     

246 S62 奥島 耕二   愛知県あま市     

 

301 H11 原田 まどか 大西 愛知県日進市 ○ ○ 

247 S62 土居 豊   名古屋市名東区 ○   

 

302 H11 眞鍋 健二   愛知県岡崎市     

248 S62 二宮 力   愛知県丹羽郡     

 

303 H11 髙橋 聖   愛知県豊田市     

249 S62 山口 真一   名古屋市緑区 ○ ○ 

 

304 H11 柴垣 友美子   愛知県一宮市 ○   

250 S62 山田 哲也   名古屋市名東区 ○   

 

305 H11 松本 香織 ｶﾜﾓﾄ 愛知県一宮市     

251 S63 河内 健   静岡県浜松市 ○   

 

306 H11 石岡 達朗   名古屋市守山区   ○ 

252 S63 菅野 光太郎   名古屋市千種区 ○ ○ 

 

307 H12 伊佐早 亮   愛知県日進市 ○   

253 S63 塩梅 崇   愛知県稲沢市 ○ ○ 

 

308 H12 久保 真徳   三重県津市     

254 S63 藤渕 明男   愛知県瀬戸市     

 

309 H13 伊藤 七美 ｶﾄﾞﾀ 三重県いなべ市 ○   

255 S63 松本 博樹   名古屋市緑区 ○ ○ 

 

310 H13 永井 俊一   名古屋市昭和区     

256 S63 川尻 美和 森永 岐阜県高山市 ○ ○ 

 

311 H13 堀池 浩平   愛知県春日井市 ○ ○ 

257 H01 愛敬 真子 白石 名古屋市千種区 ○ ○ 

 

312 H14 白岩 直人   名古屋市東区     

258 H01 菅 万紀 ﾀﾅｶ 静岡県静岡市 ○   

 

313 H14 西山 泰史   名古屋市中区 ○ ○ 

259 H01 谷口 瑞毅   名古屋市北区 ○   

 

314 H14 正岡 重浩   愛知県小牧市 ○   

260 H01 森 淳子 室 名古屋市名東区 ○ ○ 

 

315 H16 玉川 佑介   愛知県豊川市 ○ ○ 

261 H01 山﨑 拓也   三重県桑名市 ○ ○ 

 

316 H16 大島 麻衣子 ﾂﾙｻｷ 愛知県一宮市     

262 H02 森 江里子   名古屋市北区     

 

317 H17 浦上 浩子 ﾅｶｶﾞﾜ 静岡県浜松市 ○   

263 H02 島岡 崇   名古屋市昭和区     

 

318 H19 藤岡 優子   静岡県静岡市     

264 H02 森 秀樹   名古屋市北区     

 

319 H19 岩田 賢祐   名古屋市天白区 ○ ○ 

265 H02 杠 佐和子   愛知県春日井市     

 

320 H20 畑 美里   三重県松阪市     

266 H02 土居 航介   静岡県磐田市     

 

321 H20 平出 欣也   名古屋市北区 ○ ○ 

267 H02 中村 真吾   静岡県富士市     

 

322 H20 松友 誠   名古屋市守山区 ○ ○ 

268 H02 谷ノ内 輝好   岐阜県各務原市 ○   

 

323 H21 岡田 朋之   名古屋市千種区 ○ ○ 

269 H02 藤本 和也   名古屋市昭和区 ○ ○ 

 

324 H29 白石 達也   名古屋市昭和区     

270 H02 宇都宮 圭   名古屋市中村区     

 

325 H29 竹中 湧   名古屋市千種区     

271 H02 根上 由紀子   静岡県藤枝市 ○ ○ 

 

326 H29 松本 詩音   名古屋市千種区 ○   

272 H03 大西 篤志   名古屋市中村区     

 

327 H29 渡部 莉歩   愛知県長久手市     

273 H03 大橋 教子 中矢 三重県津市 ○ ○ 

   

    

 274 H03 岩本 悟   愛知県刈谷市 ○   

    

   

 275 H04 山崎 宏高   名古屋市緑区 ○ ○ 
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凡例 H27年度出席 H28年度出席 H29年度出席



 

松山中学・松山東髙同窓会東海支部 平成 29 年度総会出席者名簿 

No 氏名 卒年 住居地 卓 備考 No 氏名 卒年 住居地 卓 備考 

1 豊島 吉博 S44   A 同窓会長 31 渡邊 俊雄 S49 緑区 B 副支部長 

2 小笠原 嘉朗 S53   A 東高教頭 32 渡邊 幸子 - 緑区 B 奥様 

3 緒方 郁夫 S52   B 関東副支部長 33 向井 啓雄 S53 静岡市 D   

4 河合 秀行 S42   B 近畿支部長 34 向井 香奈子 S57 静岡市 D 旧姓：ｼﾉｻﾞｷ 

5 高田 英徳 -   B 
中部愛媛県人会 

青年部代表 
35 白方 憲治 S54 多治見市 C 総務幹事 

6 白石 拓也 -   E 
愛媛県営業本部 
名古屋営業 

36 佐々木 智江 S54 小牧市 D 
幹事 
旧姓：竹田津 

7 宇和上 正 S41 松山市 A   37 田中 豊己 S54 春日井市 
 

  

8 田中 克幸 S41 松山市 A   38 矢野 竜也 S54 昭和区 
 

  

9 高須賀 伸成 S41 東京都 A   39 山下 和彦 S54 豊田市 
 

  

10 仲田 幸文 S23 東郷町     40 榊原 由紀子 S55 東区 E 
会計監事 
旧姓：小西 

11 渡部 宣子 S26 知立市 C 旧姓：渡部 41 小林 智美 S57 蒲郡市 
 

旧姓：郷田 

12 三橋 和彦 S32 緑区 C 顧問 42 中村 知子 S57 一宮市  旧姓：ｻｷﾔﾏ 

13 山口 倝示 S32 日進市 D   43 根上 由紀子 H02 藤枝市 
 

  

14 山口 朝子 - 日進市 D 奥様 44 杉原 伊都子 H05 天白区 E 旧姓：尾﨑 

15 根崎 久美子 S34 日進市 
 

旧姓：竹内 45 杉原 駿 - 天白区 E 9 歳 

16 尾崎 毅 S35 岡崎市    46 杉原 梨紗子 - 天白区 E 5 歳 

17 松井 景樹 S36 春日井市    47 堤 こずゑ H06 中区 E 
幹事（新任） 

旧姓：加藤 

18 仲田 忠夫 S37 日進市    48 岡田 朋之 H21 千種区    

19 光田 威彦 S37 高浜市 B 副支部長 49 渡部 莉歩 H29 長久手市  新入生 

20 池田 庸子 S40 岐阜市 
 

旧姓：大日 50           

21 鴨頭 治彦 S40 昭和区 B 顧問 51           

22 甲畑 俊郎 S40 一宮市    52           

23 井村 満男 S41 焼津市 A   53           

24 久村 淨 S41 知立市 A 支部長 54           

25 久村 スミ子 S41 知立市 C 旧姓：門屋 55           

26 村上 慎吾 S41 中区 A   56           

27 正岡 義彦 S47 緑区 C 副支部長 57 松田 耕三 S41 緑区 欠席 幹事 

28 正岡 純子 S51 緑区 C 旧姓：上西 58 川端 哲司 S47 豊田市 欠席 幹事（新任） 

29 阿部 達治 S48 豊川市    59 本田 秀昭 S51 瑞穂区 欠席 幹事 

30 北島 邦彦 S48 春日井市    60 松友 誠 H20 守山区 欠席 会計幹事 

注）備考欄の役員表記は平成 29年度の役員名です。 
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席次表 
 平成 29 年度 第 49 回 松山中学・松山東高校同窓会 東海支部総会・懇親会 

     平成 29 年 6 月 4 日（日） 11:00 開場 11:30～14:00  ローズコートホテル ３F アプローズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆松山中学・松山東高同窓会総会・懇親会（17/6/4） 物産販売リスト 

No. 品 名 価格 数量 No, 品 名 価格 数量 

1 じゃこ天 3枚入 550  40 12 坊っちゃんだんご 5 本入 540  5 

2 簀巻き 500  3 13 ちゅうちゅうゼリー 320  15 

3 うわじま（蒲鉾） 460  6 14 あげ巻 1,080  5 

4 牛鬼ちくわ 330  3 15 一六タルト 680  6 

5 伊予のみそ 400  6 16 しょうゆ餅 5 個入 540  6 

6 ひしほ 200  4 17 みきゃん マスコットストラップ 750  2 

7 金山寺 240  4 18 みきゃん ストラップ 540  2 

8 いりこみそ 450  4 19 みきゃん ジャガードハンカチ 480  2 

9 ハタダ栗タルト 640  5 20 ダークみきゃん キーホルダー 480  2 

10 ﾍﾞﾋﾞｰﾎﾟｴﾑ 6個入 480  5 21 ダークみきゃん ビーズストラップ 480  2 

11 ﾍﾞﾋﾞｰﾎﾟｴﾑ瀬戸内ﾚﾓﾝ 6 個入 540  10 22       
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福引き景品台

スクリーン

料理卓

B A

E

同窓会長
豊島吉博

(S44)
東高教頭
小笠原嘉朗

(S53)(4)

近畿支部長
河合秀行

(S42)

顧問(S40)
鴨頭治彦

東海支部長
久村淨
(S41)

副支部長
正岡義彦

(S47)

顧問(S32)
三橋和彦

杉原駿
(9歳)

副支部長
光田 威彦
（S37)

愛媛県人会
青年部代表
高田英徳

宇和上正
(S41)

久村 スミ子
(S41)

D

C

席

次

表

校旗（掲示）

総会・懇親会
受付

バ
ー

関東副支部長
緒方郁夫(S52)

杉原伊都子

(H05)

向井啓雄

(S53)

正岡純子
(S51)

会計監事
榊原由紀子

(S55)

幹事(H06)
堤 こずゑ

山口倝示
(S32)

ご令室
山口朝子

村上慎吾

(S41)

副支部長
渡邊俊雄

(S49)

渡部宣子

(S26)

総務幹事
白方憲治

(S54)

幹事(S54)
佐々木智江

杉原梨紗子
(5歳)

愛媛県営業本部
名古屋営業
課長 白石拓也

手
荷
物
台

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

愛媛物産販売ｺｰﾅｰ

田中克幸
(S41)

高須賀伸成
(S41)

井村満男
(S41)

座席番号
１

ご令室
渡邊幸子

座席番号
１５

座席番号
１６

座席番号
１７

座席番号
１４

座席番号
１３

座席番号
１２

座席番号
１１

座席番号
１０

座席番号
９

座席番号
８

座席番号
７

座席番号
６

座席番号
５

座席番号
４

座席番号
３

座席番号
２

向井香奈子

(S57)


