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総務委員会
委員長：池田義則

会計委員会
委員長：土屋充俊

記念式典・祝賀会委員会

委員長：髙見澤正彦
同窓会名簿編集委員会

委員長：中沢朝幸
記念誌刊行委員会
委員長：上原美次

施設委員会
委員長：田中省三

コンサート・総合美術展委員会

委員長：鈴木順子

記念式典　担当 講演会　担当 祝賀会　担当 コンサート担当 総合美術展担当

#NAME?

総務委員会 会計委員会 記念式典・祝賀会委員会 同窓会名簿編集委員会 記念誌刊行委員会 施設委員会 ｺﾝｻｰﾄ・総合美術展委員会

役　割
事業全般に関する
企画・推進

事業費の会計
記念式典・講演会
祝賀会の企画運営

同窓会名簿の発行 記念誌の刊行
母校教育環境整備等
記念事業

コンサート・総合美術展の
企画運営

顧　問
高3　  柳沢　政安
高15　原　拓男

高4　　渡辺かず子
高10　出澤　龍一
高24　寺島　義幸

高3　  柳沢　政安
高4　　渡辺かず子

高4　小林　良子
高6　 中村　浩子

女34　清水　千代子
高25　柳澤　眞平

高6美斉津経夫  高8伊澤　正男
高8清水　光男   高26柳沢　正人

委員長 高29　池田　義則 高34　土屋　充俊 高22　髙見澤　正彦 高24　中沢　朝幸 高24　上原　美次 高25　田中　省三 高33　鈴木　順子 　　

副委員長
高24　中沢　朝幸
高26　原　桂一

高32　神津　雅利
高29　小市　昌夫
高29　神津　長生
高31　中嶋　徳彦

高19　木曽　茂
高22　小池　良
高25　高柳　元茂
高25　田中　伸明
高29　浅川　桂

高29　池田義則
高50  花岡　賢一

コンサート　　　　　総合美術展
高29臼田隆子　 　高28木下日和
高29山口正宏　　 高28森泉達也

同窓会　1高6　　相沢　正昭 高16　阿部　豊 高12　土屋　征江 高13　木内　盛行 高15　柳沢美代子 高9　　安藤千恵子 高13　尾台　恒男 高29　青木　英明 高8　　飯塚美恵子

2 高12　小山　駿二 高29　池田　義則 高14　市村　文雄 高26　桜井　幸博 高21　小林　一二三 高13　木内　盛行 高14　樫山　よし子 高29　池田　義則 高8　　梅澤　邦子

3 高14　林　稔 高34　大井　哲夫 高17　松木　保 高40　塩谷　正勝 高21　東城　公人 高16　井出袈裟衛 高14　中條　壽一 高29　坂口　善信 高8　　長谷川允子

4 高14　柳沢　孝雄 高34　木内　政彦 高22　木下　幸江 高44　白石　真樹 高21　萩原すみ子 高20　荻原　久男 高15　藤牧　新一郎 高29　徳重　憲和 高10　相馬　駿

5 高16　関本　好美 高52　志摩　拓海 高24　中沢　朝幸 高21　水間そよ子 高21　小山　新一 高17　寺島　嘉仁 高29　柳澤　吉次 高18  金子　昌之

6 高17　小林　正二 高24　尾台　荘悟 高21　依田　美恵子 高26　桜井　幸博 高17　山本　美尾 高30　阿部　誠 高21　荻原　明

7 高17　佐々木　正行 高25　木内　進 高24　大塚　忠 高26　佐藤　篤雄 高17　吉野　浩 高30　笹沢　勝 高21　萩原　すみ子

8 高22　髙見澤　正彦 高25　二見　耕一 高24　川村　洋子 高27　森泉　正吾 高17  依田　勝彦 高31　佐藤　敏明 高24　浅沼　幹司

9 高24　上原　美次 高26　茂木　康生 高24　中沢　朝幸 高28　岩下　敏和 高19　赤羽根　寿文 高32　山口　正久 高24　木曽　睦招

10 高24　小林　裕 高28　荒井　修一 高24　依田　和実 高29　新海　吉永 高19　清原　直実 高33　鈴木　順子 高25　中山　郁雄

11 高25　田中　省三 高29　池田　義則 高44　小林　貴幸 高39　木島　浩 高19　高橋　建 高34　井出　徳幸 高25　依田紗智子

12 高25　中島　幸雄 高29　栗橋　澄朋 高44　清水　秀臣 高40　塩谷　正勝 高19　柳澤　潔 高34　井出　誠 高26　岩崎　隆行

13 高25　依田　実 高29　篠原　克彦 旧職員　樋口　光雄 高41　尾台　和彦 高20　吉澤　広喜 高34　大森　健 高27　桜井　修

14 高29　青森　淳 高29　篠原　健一 高44　白石　真樹 高21　依田美恵子 高34　土屋　充俊 高29　青木　君惠

15 高29　井上　隆 高29　新津　一明 高48　三石　俊光 高21　相原　久男 高39　矢野健太郎 高29  池田　義則

16 高29　井上泰子 高29　新津　常彦 高22　髙見澤　正彦 高42　星野　泰宏 高35　加藤　則行

17 高29　小林　勝 高30　浅野　典男 高22　山浦　稔 高42　吉川　友子 高42　佐藤　千曲

18 高29　佐藤　香子 高32　池田　剛 高23　土屋　栄衛 高44　井上　恭雄 高42　吉川　友子

19 高29　原田　秀明 高32　佐藤　純也 高23　橋詰　正清 高44　小林　貴幸 高44　荻原　一寿

20 高33  鈴木　順子 高32　内藤　勝利 高24　小林　裕 高46　小山　仁志 高44　小林　貴幸

21 高34　土屋　充俊 高33　竹内　健一 高24　新海　一男 高50  花岡　賢一　 高53　齊藤　智史

22 高36　中澤　栄二 高34  小林　敏明 高24　中沢　朝幸 高56　三石　知志 高56　三石　知志

23 高48　宮澤　武志 高34　山田　博之 高25　井上　順一

24 高51　佐々木美由希 高37　佐藤美由紀 高25　岡田　尚

25 高37　平林　照義 高25　佐藤　芳弘

26 高44　前島　正彦 高25　田中　省三

27 高46　木内　啓文 高25　三石　義文

28 高46　北山　浩一 高26　関　喜夫

29 高46　小山　仁志 高26　吉澤　隆

30 高46　篠原　隆俊 高28　池田　幸史

36 高28　小沢　信之

PTA 副会長　菊池　猛 副会長　松本　則子 副会長　佐藤　享子 副会長　栁澤美千代 会長　髙見澤国好 3学年代表　石井　孝 副会長　篠﨑　真紀

2学年代表末廣みちる 1学年代表 鶴田明子

歴代PTA会長 高橋　良衛

高36　佐藤　宏 浅沼　知司

鷹野　裕司 山浦　博

福司　ゆう

学　校 学校長　飯島　由美 事務長　横山　浩明 教頭　臼田　悦子 同窓会係 図書視聴覚係 教頭　臼田　悦子 教頭　臼田　悦子 事務長　横山　浩明 事務局長　小山明彦

教　 頭　臼田　悦子 100周年担当　飯田和紀 教務係（◎　　） （◎　　　） 事務長　横山　浩明 清美係・保健係・ＰＴＡ係 100周年担当　飯田和紀 生徒会係・生徒指導係

事務局長　小山明彦 会計担当　中條泰勝 100周年担当　飯田和紀 事務局長　小山明彦 （◎　　） （◎　　　）

100周年担当　飯田和紀 進路係（◎　　） 校内旅費施設委員会 会計担当　中條泰勝

教務係（◎　　） （◎　　）

長野県岩村田高等学校創立100周年記念事業実行委員会組織図

募金委員会

募金の推進

　　　 　　　　創立100周年記念事業実行委員会
　実行委員長　 （同窓会長）　　副実行委員長（学校長・PTA会長・同窓会副会長）

　　　中16　神津　武士　高7　　生駒　友臣
　　　高8 　 秋山桂一　　高8　　宮森伊八郎
       高11　宮森　武久   高17　柏木　慶永

　　　　　　　　　　 高29　臼田　幸夫
　    　 　　　  　　 高29　遠山　県一
　　      　　  　　　高40　荻原　一也

高29　井上　隆

募金委員会
委員長：井上　隆

事務局（事務局長：総務委員長）

校内幹事・PTA幹事
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