
第５号議案

（敬称略）

職　　名 氏　　名 卒業年度 備　考 職　　名 氏　　名 卒業年度 備　考

名誉会長 森永　州一 学校長 新任 理　事 辺見　和子 Ｓ49

最高顧問 川窪　博幸 Ｓ36 理　事 秋山　秀道 Ｓ52

顧    問 遠藤　武人 理事長 理　事 海川　敬一 Ｓ52

　　〃 望月　武司 名誉校長 理　事 若林　卓也 Ｓ52

　　〃 中村　光春 理　事 名取　和光 Ｓ54

　　〃 若月　正男 Ｓ23 理　事 清水　昭仁 Ｓ54

　　〃 小林　  公 Ｓ32 理　事 矢崎　文彦 Ｓ55

　　〃 清水    弘 Ｓ36 理　事 上杉　信吾 Ｓ55

　　〃 若杉　成剛 Ｓ36 理　事 望月　和子 Ｓ55

　　〃 平川  　整 Ｓ36 理　事 小澤　照人 Ｓ55

　　〃 依田　真吾 Ｓ35 理　事 中沢　良一 Ｓ55

　　〃 荻野　一男 Ｓ37 理　事 中山　正人 Ｓ55

　　〃 鷹野　行伸 Ｓ39 理　事 小石川好美 Ｓ56

相 談 役 内山　明夫 Ｓ23 理　事 岩本　計江 Ｓ56

　　〃 下笹　寅夫 理　事 神谷　大作 Ｓ56

　　〃   松井　喜花寿 Ｓ36 理　事 新海　哲也 Ｓ56

　　〃 森本　義人 理　事 米山　浩人 Ｓ56

理　事 青山    勤 Ｓ56

理　事 佐藤　惠美 Ｓ57

職　　名 氏　　名 卒業年度 備　　考 理　事 辻　　喜孝 Ｓ57

会　長 齊藤　邦彦 Ｓ49 理　事 宮城    隆 Ｓ57

筆頭副会長 野澤　龍起 Ｓ45 理　事 村松　浩雄 Ｓ57

副会長 金丸　芳秀 Ｓ49 理　事 保坂　初美 Ｓ58

副会長 樋口    昇 Ｓ50 理　事 飯沼　ゆり Ｓ60

副会長 小澤　秀樹 Ｓ50 理　事 門坂　好高 Ｓ61

副会長 中村　明彦 Ｓ50 理　事 山﨑    健 Ｓ62

副会長 矢崎　正二 Ｓ52 理　事 斉藤　吉也 Ｓ62

副会長 早川    賢 Ｓ52 理　事 宮川　忠生 Ｓ62

副会長 小林　  隆 Ｓ54 理　事 鷹野　秀香 Ｓ62

副会長 石原　  浩 Ｓ54 理　事 広田　貴一 Ｓ63

副会長 藤原　隆司 Ｓ54 理　事 丸山　圭一 Ｓ63

副会長 川手　寅平 Ｓ55 理　事 土橋　　誠 Ｓ63

副会長 堀内　英司 Ｓ55 理　事 土屋　和志 Ｓ63

副会長 中澤  淨治 Ｓ56 理　事 　高村　泰正　 Ｈ1

事務局長 山田　政仁 Ｓ52 理　事 内藤　　康 Ｈ1

事務局次長 石川　甚昭 Ｓ54 理　事 功刀    浩 Ｈ3

事務局次長 高畑　一幸 Ｓ56 理　事 小俣　広弥 Ｈ4

事務局次長 林  　茂一 Ｓ57 理  事 井上　政知 Ｈ2

事務局次長 佐藤　英雄 Ｓ60 理  事 田村　　潤 Ｈ2

会　計 齊藤　利彦 Ｓ56 理  事 深澤　弘次 Ｈ2

会　計 伊藤    進 Ｓ60 理  事 小林　　弘 Ｈ3

会　計 小澤　伊武貴 学校職員 理  事 古澤　　　崇 Ｈ4

会計監査 廣島　正浩 Ｓ52 理  事 渡辺　　　巧 Ｈ4

会計監査 土橋　宗貴 Ｈ1 理  事 相田　直利 Ｈ4

理  事 古屋　智美 Ｈ4

理  事 寺田　真里 Ｈ4

理  事 澤田　哲也 Ｈ5 新任

理  事 久木野　浩一 Ｈ5 新任

理  事 佐野　亘 Ｈ5 新任

役　　　　員（案）

自：２０１４年１０月　１日
至：２０１６年　９月３０日


