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実行委員長   佐田 賢治 

副実行委員長 山下 義弘・寺阪 剛・村上 和也 
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学校支援委員会 委員長 木村 勝 

会報委員会   委員長 北原 祥三 

三会合同委員会 委員長 長谷川 隆章 第 13 回 大同窓祭  相談役 

東川浩之(50)・若林尚史(50)・柴田茂樹(50)３ 

 

終身会費    委員長 扇田 義典 

名簿作成委員会 委員長 田中 幸雄  副委 

姉妹 4 校連絡会 委員長 大津 晴一 

会計      委員長 大東 将啓  副委員長 斎藤 

会計監査        吉兼 和彦  

連絡・運営   委員長 黒津 忠志 

書記      委員長 武田     副委 

庶務          石川 笙子 

 

 

 

 

 

 

  

 

事務局           局長       山下 義弘(H2) 

局長代理    谷岡 倫常(H12)  

書記長    荒木 亮輔(H12)     

広報委員会    委員長   漆原 一登(62)※会報担当 

         副委員長  手塚 潤(60)※SNS担当 

副委員長  吉田 篤史(H12)※WEB担当 

委員    出口 弘(H1)・大塚 真(H3) 

委員     梅﨑 利貴(H3)・今栄 雅英(H4) 

委員    吉村 健二(H6) 

  

三会合同委員会  委員長   皆黒 嘉幸(60) 

副委員長   西村 渉(60) 

四校同志社連絡会 委員長     平田 晃一(55) 

副委員長   黒津 忠史(H1) 

会計       委員長    中村 真紀(63) 

副委員長  神田 訓宏(H4) 

会計監査            三輪 秀行(54) 

終身会費委員会  委員長   岡島 史泰(40) 

校友会連絡事務局       柴田 茂樹(50)・東川 浩之(50) 

若林 尚史(50)・久保 行央(57) 

庶務                   西林 久美子 

会員部会 

部会長          中田 晴己(51)・高橋 秀明(60) 

企業交流会 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ会   委員長     寺阪 剛(H2) 

副委員長    北川 貞大(62)・坂上 泰之(H13) 

委員    堀家 宏太(H19) 

議員連盟       会 長    高野 伸生(42)  

委員長    花谷 充愉(56) 

のれん会              委員長      出口 昌紀(H2) 

副委員長    太田 愛二(H12) 

委員    鈴木 健人(H13)・藤本 有吾(H13) 

クラブ活動推進委員会 会 長     西島 嘉明(28） 

委員長    林  光彦(63)  

昭和会        名誉委員長  宮坂 龍介(34) 

委員長     柴田 茂樹(50)・東川 浩之(50) 

           副委員長    太田 昌人(59）・益井 一好(59） 

副委員長  田辺 信広(59)            

                      事務局      西川 義浩(59） 

青年部        委員長     堀内 敬文(H20) 

副委員長   青井 一真(H23) 

就活支援会       委員長   肥田 一信(H11) 

副委員長  増田 匠悟(H14) 

女子部        委員長      

ゴルフ会        担当学年 63年 

会  長      南 野 真 寛（62） 

 

 

 

書記       各会議等の議事録作成 

広報委員会       会報の発行、ウェブサイトの運営・広告募集 

三会合同委員会  合同懇親会の企画運営・動員 

四校同志社連絡会 姉妹３高校同窓会との親睦・情報交換 

校友会連絡事務局  同志社校友会との連携・情報交換 

会計             年度予算・収支報告 

企業交流会        同窓生の異業種交流（ビジネスチャンスの機会提供） 

のれん会              飲食店関係者の交流・親睦 

クラブ活動推進委員会  各クラブとの接点・情報収集 

昭和会          昭和卒業年度の同窓生の会 

青年部          40 歳までの同窓生の会 

ゴルフ会         ゴルフコンペの企画・運営 

東京支部 幹事長  八木 克明(58) 

     副幹事長 織田 憲一(63) 

          幹事  柴田 真樹(51) ・林 功(53) 

         鮒子田恵司(57)・田上 幸徳(58)

岡本 裕之(60)・辻井 久雄(62) 

                   

 
(左記以外の常任理事） 

岡市 半三(24) 

吉田 弘(30)   

吉兼 和彦(30) 

森井 敦(31)   

白戸 紀二六(33) 

中野 晴由(34) 

宮川 勝也(36) 

大島 修(37)   

松岡 浩(37)   

坪内 憲治(37) 

羽田 清彦(40) 

大矢 昇(40) 

村上 好夫(41) 

坂本 栄二(41) 

片岡 茂樹(43) 

石井 誠二(43) 

林  正博(43) 

中北 健一(43) 

増田 宗昭(44) 

扇田 義典(44) 

宇野 幹雄(45) 

長谷川 隆章(47) 

成瀬 匠(47)  

平川 晋一(48) 

恩智 俊行(48)  

鳥山 英行(50) 

大東 将啓(52)        

江村 太一(53)        

鈴木 光一(53) 

日向 弘行(53) 

      

 

直前会長  大 東 範 行（59） 

相 談 役  東 川 浩 之（50） 

副 会 長   宇 田 英 記 (62) ・ 佐 田 賢 治 (H2) 

 

名誉会長     瀧   英 次 (学校長) 

 

能任 裕行(54) 

西森 公治(54) 

竹島 俊之(54) 

中井 英男(54) 

犬山 大輔(54) 
今井 豊(57) 
松原 永長(58) 
松本 裕士(58) 

山路 裕広(58) 

岡本 好史(59) 

三宅 誠治(59) 
渡辺 恒揮(61) 
辻本 賢史(61) 
斎藤 賢一(62) 
水谷 嘉浩(H1) 

髙本 隆彦(H1) 

村田 守(H1) 

山本 大造(H2) 

畳谷 恵介(H6) 

橋本 明元(H6) 

竹内 忍一(H6) 

田中 弘済(H11) 

南部 有俊(H12) 

稲田 真一(H13) 
田中 健(H14) 
河田 恵樹(H14) 
佐藤 美菜(H15) 

重谷 早苗(H15) 

小西早哉佳(H16) 

川上実津紀(H22） 

顧  問     清 鶴 敏 也  (教諭) 

 

コンプライアンス室 

村上 和也(H2) 


