
会 員 数/1,000名

活動内容/●会員相互の情報交換と懇親  ●県・市町村と連携して県産品と観光文化をPR
●「新春みちのく懇話会」  ●「友好団体交流会」  ●「青森人の祭典」等の開催
●高校生のための講演会開催  ●高等学校運動部及び文化部活動へ特別奨励賞の授与
●首都圏新卒者生活相談所開設　●会報「東京と青森」毎月発行

東 京 青 森 県 人 会
名誉会長 鍋谷　 欣市　　　　名誉会長 鳥谷部哲三朗　　　　名誉会長 小山内　 裕 
名誉会長 清藤　 良則　　　　会　　長 佐藤　 英明　　　　副 会 長 工藤 源次郎
副 会 長 戸田　 則男　　　　副 会 長 内城 美名生　　　　副 会 長 神　　 秀武
副 会 長 葛西　 孝彦　　　　副 会 長 佐藤 喜代英　　　　副 会 長 木村　 千恵
副 会 長 柴田　 　覚　　　　副 会 長 斎藤 　太一　　　　副 会 長 櫻庭　 　寛
監　　事 佐藤 　直美　　　　監　　事 柳田 　一弘　　　　事務局長 塩谷　 家久

会 員 数/170名（2019年7月現在）
活動内容/鶴田町出身者及び縁故者による互助と親睦を
図り、町との情報交換により相互の活性化を図る。
連 絡 先/〒038-3595 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1
　　　　 担当 鶴田町企画観光課 まちづくり班
　　　　 ☎ 0173（22）2111
 【PR】毎年7月に開催している総会では、多くの鶴田町
出身者及び縁故者が集まり、地元産の特産品の展示・販
売等も行っております。お気軽にご連絡ください。

ふるさと鶴田会
会　長 川村　 正五　副会長 工藤　 一雄
理　事 鈴木　 正導　理　事 相原　 武光
理　事 片山 みつ江　理　事 尾崎  喜代男
理　事 成田　 　裕　理　事 須藤　 悠峰
理　事 岡　　 慎也　理　事 前田  ひろ子
理　事 平田　 武治　理　事 秋元　 陽一
理　事 銀城　 康子　理　事 戸張　 友子
監　事 池田　 久雄　監　事 佐々木 憲子
顧　問 櫻井 　　溥　顧　問 出町 　明夫

ふるさと藤崎会は藤崎町の活力あるまち
づくりを応援します。
総会・懇親会は毎年6月第一土曜日四谷駅
前ビルにて行っています。

連 絡 先 /〒183-0044
東京都府中市日鋼町1-1 Jタワー 低層棟2階
㈱横山キートン Jタワー事務所 横山 信夫
☎ 042（330）7533

ふるさと藤崎会
会　長 佐藤 喜代英　副会長 若山 多香子
副会長 唐牛 　　勉　副会長 中村 　豊次
副会長 佐藤 　　保　事務局長 横山 　信夫

会 員 数/247名（2019年6月末現在）
活動内容/毎年6月に総会・交流会を開催し、
会員相互の親睦を図るとともに、ふるさとの
発展に寄与できるよう、南部町の首都圏での
催事にも積極的に参加・協力しています。
連 絡 先/〒039-0892 青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23-1
　　　　 南部町役場交流推進課内  ふるさと南部会事務局
　　　　 ☎0178-84-2123  FAX 0178-84-4404
　　          e-mail: noson@town.aomori-nanbu.lg.jp
【PR】南部・名川・福地のふるさと会を統合し、
平成23年に「ふるさと南部会」として発足しま
した。随時、会員を募集しておりますので、ご入
会をお待ちしております。

会　長 佐々木 澄子　副会長 坂本　 豊春
副会長 椛沢　 弘志　副会長 根市 　　勉

ふるさと南部会

活動内容/青森県主催の近郊における行事への
参加。友好団体への親睦をはかる。

連 絡 先/〒216-0001 川崎市宮前区野川359-5
　　　　 ☎090（4827）9535
【PR】春の花見をかわきりに各友好団体との交

流、夏の立佞武多の研修、又、出身先問
わず五所川原の歴史・観光・史跡の好き
な方の入会募集。是非、会へ入会して下
さい。楽しい会ですよ。

会　長 吉崎 美保子   　　　 青山　 　力
副会長 松村　 行雄　事務局長 大髙　 基廣
副事務局長 長谷川　 亨　副事務局長 秋元 　陽一
理　事 佐藤 　直子　理　事 開米　 雅裕
理　事 尾崎 喜代男　理　事 岩本 　昭雄
理　事 山田 　　隆　会　計 中川 　純子
会　計 上山 　純子

わ・五所川原会
副会長・
会長代理

深 浦 会 東 京

会 員 数/800名
活動内容 / 関東地区在住の深浦町出身者及び縁故者の互助と
親睦を図り、併せて郷土の発展に寄与することを目的として、会報の
発行、町広報誌「ふかうら」の購読申込の受付（毎年100名ほどあり）、
深浦中学生による在京先輩の職場訪問事業にも協力しています。
連 絡 先/〒154-0011 東京都世田谷区上馬4-23-7-102
　　　　　深浦会東京事務局　松尾 理沙
　　　　　☎03（3418）0914  FAX03（3422）0483
【PR】年1回開催の総会・交流会では、郷土の美味（久六島のサ
ザエ、刺身、山菜など）を取寄せ大変喜ばれている。郷土料理の持
込みは一般のホテル等では不可能になっているので、会場の確
保に頑張っています。次回は2020年7月4日の予定、幼児から
高齢者まで、家族参加が多く、故郷の継承を願っています。

会　長 吉田　 文雄　副会長 松尾　 理沙
副会長 西﨑　 修治　副会長 佐藤　 完示
副会長 堀内　 忠人　副会長 黒滝　 茂則
会計・事務局長　 松尾　 理沙

津軽まほろば会

会 員 数/380名
活動内容/つがる市ゆかりの人達の会です。
会員相互の親睦とつがる市主催行事への参加
や支援をさせていただいております。
連 絡 先/〒262-0025  千葉県千葉市花見川区
             花園4-18-11  斉藤仁 方
　　　　  ☎080-3480-8684
【PR】今年度の総会・懇親会は9月28日（土）となっ
ております。参加希望者は連絡先までお願いします。

会　長 金子　　 謙　副会長 小山内 昭一
副会長 毛内　 節夫　副会長 鎌田　 勝利
副会長 黒瀧　 正廣　副会長 長谷川　 亨
顧　問 鎌田　　 太　顧　問 對馬　　 修
顧　問 福澤　 迪子　顧　問 工藤　 則次
顧　問 齋藤 きよ子　事務局長 斉藤　 　仁

東京ふるさと金木会

会 員 数/150名（2018年7月現在）
活動内容/東京ふるさと金木会便り年4回発行、
毎年5月の連休中、芦野公園で甘酒無料、茶会、
歌謡ショー、老人慰問等を行っております。
連 絡 先/〒230-0024神奈川県横浜市鶴見区市場下町5-8
　         ☎045-503-2344 松江電気管理事務所（松江卓泰）
【PR】津軽三味線発祥の地金木をPRする為、三味
線を染め抜いた半纏を着て東京各地の祭りに参加し
ています。金木出身者に縁のある方ご連絡下さい。

顧　問 工藤 源次郎　顧　問 岩田　 　知
会　長 松江　 良年　副会長 中谷　　 敏
副会長 佐藤　 靖子　副会長 大橋 　良一
副会長 對馬　 　治　副会長 吉崎　 　治  
専務理事 中村 　昌子　副専務理事 濱野 八重子

東京下町青森県人会

事務局長

会 員 数/250名
活動内容/4月第1日曜12時「青森人合同観桜会」江東
区猿江恩賜公園・時計台付近で開催。会費3，000円
12月第3日曜日「総会＆忘年クリスマスパーティー」開催。
連 絡 先/〒136-0071 東京都江東区亀戸5-42-5
　　　　　 事務局長　澤畑　進
　　　　 ☎・ FAX 03（3681）5800
 【PR】青森県の出身者による津軽弁と南部弁を気さくに
語り合える会です。どなたでもご参加をお待ちしています。

会　長 太田　 秀彰　副会長 関口　 桂子
副会長 岡本　 昭子　副会長 澤畑　　 進
副会長 齊藤　 光雄　常任理事 斉藤　 俊六
常任理事 内山　 治樹　常任理事 新山　 隆寿
顧　問 相澤　 俊三　顧　問 西　　 政雄

東 京 黒 石 会

会 員 数/250名
活動内容/●新年会・総会・旅行を行い会員相
互の親睦を深めています。 
連絡先・事務局/〒177-0045東京都練馬区石神井台2-23-9
　　　　 携帯090-2156-2520/FAX03（5372）6628
            e-mail：t.murakami@giopec.co.jp
 【PR】首都圏で行われる各種祭りに参加し、黒石
ねぶたを運行し、黒石よされを踊り、黒石（つゆ）
焼そばの販売を行って黒石をPRしています。

会　長 斎藤　 太一　副会長 佐々木銀次郎
副会長 有木 てい子　副会長 益田　 栄治
副会長 木川 みせ子　副会長 村上 　　剛
副会長 金田 まつ子　理　事 工藤 　俊二
理　事 奈良 　美和　理　事 芦川 　慶子
理　事 種市 　昭二　理　事 木村 　広一
理　事 村上 㐂代太郎　理　事 種市 　光子
理　事 益子 　通夫　理　事 三浦 　栄子

東 京 七 戸 会

会 員 数/150名（2019年8月現在）
活動内容/七戸十和田駅は着々と発展してい
る。七戸町を支援する東京七戸会の使命も大
きくなりつつある。会員をさらに拡大し活動し
たい。
連 絡 先/〒175-0091
　　　　 東京都板橋区三園2-16-6
　　　    ☎03（5968）3350
　　　　 天間勝治（副会長）
【PR】本会の活動も、七戸物産の販売支援、旅
行会、ゴルフ大会、そして秋の総会など楽しい
ものになって来た。会員を募集しています。

会　長 佐藤　 一男   副会長 天間　勝治

会 員 数/600名
活動内容/毎年11月に、故郷の言葉と味を忘れない
よう、田子の郷土料理を囲みながら会員相互の親睦
を深めることを目的に、交流会を開催しています。
連 絡 先/〒190-0001 東京都立川市若葉町4-25
            若葉町団地2-502（向井靖雄方）
　　　　 ☎・FAX 0425（37）3162
 【PR】日本一のブランド品「たっこにんにく」から“元気と
パワーのみなもと”を皆様の食卓へお届けしています。にん
にくを見たら思い出す「にんにくのふるさと青森県田子町」

会　長 一ノ渡  尚道
役　員 久保　 玄次　役　員 向井　 靖雄
役　員 佐藤 雄三郎　役　員 原　 　安通
役　員 森田　 勝久　役　員 増田 セイ子
役　員 松田　 哲美　役　員 川村　 昌司

東 京 田 子 会

会 員 数/約70名（2019年4月末現在）
活動内容/毎年2月に定時総会を開催。希望者
に平内町役場からの広報誌発送及び首都圏内
からの会員を募集しています。

連 絡 先/〒213-0002 川崎市高津区二子2-16-12
　　　　 ☎044-822-2051　今 清文

【PR】11月23～24日、横浜市のJR鶴見駅前
で「ホタテ貝焼き」販売を予定しています。

会　長 今　　 清文　副会長 葛西　 久夫
副会長 安藤　 陽子　副会長 片山　 清正

東京平内町ふるさと会 東京鰺ヶ沢会

輝く☆あじがさわ

連 絡 先/☎・FAX 0467（70）3740
会　長 秋元　 謙治

マタギと白神の森へ
(エコ＆ホワイト）

メロン畑体験
（グリーン＆フード）

会 員 数/約60名（2018年12月現在）
活動内容 /総会は、9月6日開催（別途連絡）。首
都圏で鰺ヶ沢町の農水産物をPR。また、メン
バーの親睦を図るため、親睦会や各種会合・イ
ベントを開く予定です。
連 絡 先 /〒136-0076 東京都江東区南砂 2-30-1-814
　　　　 鰺ヶ沢町ふるさと応援団　　　　
　　　　 代表世話人 戸沼雅男 ☎080（6703）2041 
【PR】9月7日（土）開催の鰺ヶ沢イカのカーテンまつりに
応援参加します。参加希望者は戸沼までご連絡下さい。

鰺ヶ沢町ふるさと応援団
代　表
世話人

世話人

副代表
世話人

副代表
世話人

副代表
世話人　　　    戸沼　 雅男  　　　  高橋　 正光   

　　    根岸　 成子   　　    岩本　 昭雄
事務局長 杉沢　 保雄  会計監事  福島　 ふみ
　　 井上 　大輔

【順不同】

会 員 数/約100名（2018年7月現在）
活動内容/年に一度の定期総会＆いちご煮祭り
in東京を中心に、2ヵ月に1回の定例会、ゴルフ
コンペ、花見会などを通じて、会員同士の親睦
を深めながら、郷里階上町の為に何か役に立
つことを考え、活動しています。
【PR】詳細な活動については、ホームページ
（http://www.hashikami.info/）をご覧下さい。

ふるさとはしかみ会
会　長 内城 美名生　副会長 野沢 　慶蔵
副会長 平戸 喜一郎　理　事 小西　 正人
理　事 平戸　 　清　理　事 千葉 　行雄
理　事 浜谷 　大樹　事務局長 濱谷　 博通
事務局 塩垣 久美子　事務局 野沢 　敬貴
監　事 濱浦　 清美

ふるさと会首都圏在住者の 会員募集中
ふるさと会・高校同窓会・各種団体の情報があれば教えてください。 【問合せ先】東奥日報社 東京支社 営業部　☎ 03（3573）0701  FAX 03（3573）0713  tokyo-gin7@toonippo.co.jp 県人会・市町村ふるさと会 各種団体高校同窓会

ふるさと会・各種団体編



会 員 数/加盟校 30校
活動内容/【2019年開催行事（予定）】
   2月 総会                  4月 高窓連祭
   7月 ボウリング大会   9月 バーベキュー祭
＊高窓連の活動を通して、各校の連携・交流・親睦を図り、明るく、
  楽しい高窓連運営に取り組んでいます。（加盟希望校は、事務局まで）
連 絡 先/〒123-0865 東京都足立区新田2-9-22-701
　　　　 事務局長  佐々木和男（青森北）
　　　　 ☎・FAX 03（3927）6072  携帯090（9143）6040
　　　　 e-mail:kazuosasaki1945@yahoo.co.jp

東京青森県高校同窓会連合会
会　長  石沢陸奥男（弘前東）  　　 
副会長  八木　洋一（青森商業）　      福井　裕恭（八戸工業）
　　　 村上　　剛（黒石）　            三上　惠美（五所川原第一）
監　事 崎　　　豊（五戸）　　　　 瀧澤　　満（野辺地）
会　計 江良　　実（五所川原工業）
顧　問  相澤　俊三（弘前工業）        和田　敏美（青森商業）
　　　 神　　秀武（五所川原工業）   髙橋　三雄（八戸工業）
相談役  佐々木彦藏（大湊）　　　　  雪田　吉信（田名部） 
　　　 畑中　皓二（大湊）　　　　  日影　利男（八戸学院光星）
事務局長 佐々木和男（青森北）

会 員 数/800名
活動内容/首都圏在住の本校出身者の親睦と
交流、情報交換を通して母校の応援、支援を
行う。
連 絡 先/〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-12-11-305
            吹田 好正　気付
　　　　 ☎ 090（4388）3837
【PR】来年度総会は、2020年6月27日（土）
13時から会場未定。同窓生の参加をお待ちし
ております。

弘前工業高校同窓会東京支部
支部長 戸田　 則男
副支部長 松川　 　進　副支部長 三上　 重男
副支部長 葛西　 連二　副支部長 宇野　 俊幸
顧　問 相澤　 俊三　顧　問 工藤　 勝弘

会 員 数/3,000名
活動内容/9月の会報発行と10月の総会開催を
軸に各卒年の幹事会が中心となって会を運営。
会員の親睦、意思疎通を図っている。
連 絡 先/〒108-0074 東京都港区高輪2-1-22
            株式会社 ティー・シー・エイ  千葉貴司
☎ 03（6721）7074  FAX 03（6721）7154

　　　    e-mail:ldn01235@nifty.com
【PR】俳句会、ゴルフ会、歩く（あさぐ）会など活発に行われ、旧弘
中、現弘高の垣根なく、幅広い年齢層で人間交流が行われている。

弘前高校
 東京鏡ヶ丘同窓会
会　長 八木橋 惇夫　副会長 小川　 睦男　
副会長 杉見　 徳明　副会長 蒔苗　 泰三　
副会長 青山　 德子　副会長 山尾　 勝規　
副会長 林　 志津子　事務局長 千葉 　貴司　
特別顧問 竹田　 允彦他

会 員 数/366名（2019年6月現在）
活動内容/総会・懇親会・新卒者激励会（毎年6月）
校長先生を始め先生方を囲み母校の近況を聞きな
がら、和気あいあいと津軽弁に花を咲かせます。
連 絡 先/〒214-0039  神奈川県川崎市多摩区栗谷3-22-5
            横山　浩昭  ☎090-1537-7055
            e-mail:yokohmtylm@gmail.com
【PR】東京で活躍されている先輩方との情報交換
の場としてぜひ活用下さい。会報誌年一回発行。

弘前実業高校同窓会東京支部
会　長 福士　 義勝　副会長 栗林　 鉄文
副会長 遠藤　 　哲　副会長 横山　 浩昭
会　計 小野　 　修　庶　務 古関 佐枝子
広　報 安田　 雄治　広　報 本田　 樹輝
組　織 佐々木 三十四　監　査 塚脇 　優子
監　査 山田 　寿彦　顧　問 工藤 　光則
顧　問 長尾 　富雄　顧　問 三國　 　昇

会 員 数/約1,700名
活動内容/東京支部報を年4回発行。9月立川
昭和記念公園にてバーベキュー大会。2020
年6月総会予定。
連 絡 先/〒202-0014 東京都西東京市富士町2-5-17-C1
　　　　 八木洋一方
　　　　 ☎・FAX 042（465）6940
【PR】東京青森県人会、観桜会、高窓連バーベキュー
大会、中野ねぶたなど各種行事に参加しました。

青商同窓会東京支部
支部長 八木　 洋一　副支部長 戸上　 牧子
副支部長 山野 眞知子　幹事長 平本　 京子
副幹事長 海部 　節子　副幹事長 藤本 真紀子
監　事 輪島　 孝治　監　事 長内　 久人
幹　事 臼倉 千恵子　常任顧問 工藤 源次郎
顧　問 和田 　敏美　相談役 山本　 柳二

活動内容/毎年7月第1日曜日12時30分から
開催。青森からかけつけてくださった先生方を
囲み母校の近況を聞きながら和気あいあいに
歓談。校歌を聞きながら親睦を深めます。
連 絡 先/横山 真（支部長）  
                ☎080-6001-6718★LINE登録あり

青森西高校同窓会
東京支部

支部長 横山　　 真　副支部長 阿部　 洋子
副支部長 宮川　 淳子　会計監査 金垣　 幸子
会計監査 古井　 勝子　会　計 石井 富美子
会　計 秋野 　ちか　庶　務 多田 　育子
庶　務 小野 　成子　庶　務 高田 千恵子
庶　務 外谷 　千春

会 員 数/約900名
活動内容/母校の支援と、首都圏在住の同窓生が「おーや
やや」と交流できる場を提供していくことを目指しています。
【2020年第10回総会・懇親会のご案内】
2020年6月13日 （土）15:30～ 「アルカディア市ヶ谷」にて
開催する予定です。同窓生のみなさま奮ってご参加ください。
※第10回の節目につき特別企画考案中です！
【その他行事予定】  新年会・観桜会・BBQ・忘年会 など
連 絡 先/〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-25-6
　　　   ロイヤルリカー㈱内（担当：オオユ）
            ☎03（3440）0622  FAX03（3446）5628
                       オーヤヤヤ オーヤイヤヤヤ
      e-mail : o888o81888@yahoo.co.jp 

青森南高校同窓会
東京支部

支部長 荒井　 清造 　副支部長 永田　 茂穂
幹事長 大湯　 博逸 　副幹事長 奥崎　 昭人
会　計 大室 真貴子 　会　計 寺田（越後谷）明美

〔2019年度　理事就任者〕＊（一部留任） 
板倉（福士）裕子　山下（内山）恭子　鎌田 仁
中林（高田）麻衣子　 矢田  圭　 久保田 圭祐

（兼財政長）

会 員 数/約350名（総会：毎年6月第3土曜日）
活動内容/・総会、懇親会 ・新卒者激励会の開催
・東京青森県人会、東京青森県高校同窓会連合会主催
行事への参加 ・新年会、忘年会の開催 ・母校への支
援活動を実践し、会員相互の親交を深めています。
連 絡 先/事務局…会長自宅 〒123-0865 東京都足立区新田2-9-22-701
　　　　　　☎・FAX 03-3927-6072（携帯090-9143-6040）
　　　   e-mail:kazuosasaki1945@yahoo.co.jp

青森北高校東京同窓会
会　長 佐々木 和男   副会長 櫛引　 徹世
事務局長 相馬　 　実　会計監査 倉光 登利雄
事務局 竹内　 康一　事務局 七戸　 　淳
財政局 福井　 孝俊　顧　問 沼田 　順治
顧　問 藤巻　 松年　顧　問 澤田 　勇悦
顧　問 髙森　 昭男　顧　問 坂本 　　翔
顧　問 今井　 勝義 会 員 数/600名（2019年6月現在）

活動内容/毎年1回 総会・懇親会を開催。
            会員相互の親睦とイベント情報の提供。
連 絡 先/東京おうよう会ホームページ
　　　　 URL：http://tokyooyokai.com/
　　　　 e-mail：tokyoouyoukai@gmail.com
【PR】2020年総会・懇親会は6月14日（日）11時～
        学士会館（地下鉄神保町駅1分）にて開催

東 京 おうよう会
（弘前中央高校同窓会）

会　長 田澤　 智子
副会長 岡元　 淑子　副会長 灰本　 智美
庶　務 岸本　 画子　庶　務 秋元　 駿一
会　計 田澤 たか子　会　計 北谷　 晴子
監　査 伊藤　 敏子　監　査 若山 多香子

会 員 数 /3,000名
活動内容/総会・懇親会の開催（毎年5月）
年2回の会報発行、HPによる情報提供、あさぐ会、
書の会、合唱団、ゴルフなどの同好会活動
e-mail：secretariat@tokyo-seikou.jp
【PR】活動内容は「東京青高同窓会」のHPをご覧
下さい。会員相互の親睦を図るとともに、母校の
発展に貢献したいと思っています。

東京青高同窓会
会　長 太田　 紀久   副会長 成田　 龍信
副会長 長谷川　 正　副会長 古跡 隆一郎
副会長 松山　 正弘　副会長 葛西　 　聡
会計監事 木村 むめお　会計監事 鈴木 　孝子
名誉会長 長山　 　弘　名誉会長 久慈　 志朗
名誉会長 清藤　 良則　事務局長 福田　 裕一

会 員 数/約450名
活動内容/母校卒業生の支援、同窓生相互の
           親睦、新入会同窓生の支援、高窓連
           の行事に参加。
連 絡 先/事務局
　　　　 〒354-0015 
            埼玉県富士見市東みずほ台2-19-18
　　　　 ☎・FAX 049-254-3550
【PR】ふるさと野辺地の名産販売のアンテナ
ショップ募集中。

東 京 野 高 会
（野辺地高校東京同窓会）

会　長 川村　 賢司   副会長 中谷 寶悦郎
副会長 木戸　 栄子　副会長 関野　 和信
副会長 長谷川 恵美子　事務局長 瀧澤　 　満

会 員 数/580名（2018年4月現在）
活動内容/毎年6月第4土曜日に同窓生の皆さんと
親睦と情報交換を図るため、立食パーティー形式で
気軽に参加できる同窓会を開催しております。
連 絡 先/〒221-0005 横浜市神奈川区松見4-997-8-203
　　　　 ☎・FAX 045（430）3370  （小山方） 
　　　　 URL：http://www.kodai2-ob.com/

八戸工業大学第二高等学校同窓会関東支部
飛翔OB会

支部長 小山　 真央
副支部長 工藤　 珠代　常任幹事 植村　 昭雄
副支部長 市沢　　 司　 常任幹事 渡邊　 育子
顧　問 高森 　　敏　 常任幹事 三浦 裕美子
相談役 佐々木 睦生　 常任幹事 大久保　 平
事務局長 住吉 砂津貴　常任幹事 小西　 正人
事務局次長 越後 喜代志 活動内容/会報の発行、懇親会等により会員同

士の親睦活動を深め、同窓会のネットワークを
構築し、会員の輪の拡大を図っております。
連 絡 先/〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町701-17
　　　　 奈良正功
【PR】11月2日第44回総会・懇親会を東京プ
リンスホテルにて行います。是非ご参加をお
願い致します。

関東幾代ヶ丘同窓会
（五所川原高校同窓会）

会　長 川村 　　敏　会長代行 西崎　 修治
副会長 佐藤　 　均　副会長 田中　 文子
副会長 三村 英利子　会　計 徳野 佐枝子
会　計 佐藤　 真紀　事務局長 奈良　 正功
会計監事 尾崎 喜代男

会 員 数/200名
活動内容/会員相互の交流と親睦及び第63代
横綱・旭富士を激励。年2回伊勢ケ濱部屋の
同窓生を励ます会開催。
連 絡 先/〒249-0008 神奈川県逗子市小坪4-1-2
                 根岸成子  ☎ 090-4437-8122

五　商
東京癒やしの会

会　長 伊勢ケ濱正也（第63代横綱・旭富士）
副会長 杉沢　 保雄　副会長 箱田　 吉永
副会長 小川　 幸子  副会長 木村　 建造
幹事長 富田　 恵子  副幹事長 金杉　 秀弘
事務局 根岸　 成子

（編集担当）

（事務局長）

（総務担当）

会 員 数/700名（2019年6月現在）
活動内容/例年6月最終土曜日に「総会・新卒者
激励会・卒業生懇親会」を開催。その他「納涼会」
「新年会」「観桜会」などを企画。秋には東京高窓
連のBBQに参加。
連 絡 先/☎048（886）5307（三山）
　　　　 ☎03（3836）3766（近原）

大湊高等学校東京同窓会
会　長 三山 　　修　副会長 井出　 祥子
副会長 立花 　善裕　理　事 近原 　徳芳
理　事 後藤　 紀子　理　事 逢坂 誠一郎
理　事 加藤 　昌治　理　事 菊池 　朋子
理　事 佐藤 　好春　理　事 坂本 　仁義
監　事 太田　 　功　監　事 真壁　 　肇
顧　問 畑中 　皓二　顧　問 佐々木 彦藏
顧　問 齊藤 　忠志

会 員 数/850名（2019年5月現在）
活動内容/毎年６月に開催する総会・懇親会・新
卒業生歓迎会の他、同窓生の親睦と交流を深
めるために「青森の地酒を飲んで郷土料理（け
の汁）を食す会」など、誰でも気軽に参加できる
イベントを多彩に企画開催しております。
連 絡 先/〒173-0004 東京都板橋区板橋1-22-8
　　　　　　 古谷ビル5階 柳田経営コンサルタント事務所気付
                  ☎ 03（5943）2545　柳田 一弘
【PR】ホームページの他、Facebookを活用
し、情報提供および意見交換をしております。
皆さんも友達の輪を広げていきましょう！

東奥義塾同窓会東京支部
東京塾友会

会　長 神　　 忠久　理事長 松野　 順三
副理事長 對馬　　 守　副理事長 柳田　 一弘
会計監事 大平　 常蔵　会計監事 船水　 保男

（事務局長）

会 員 数/400名
活動内容/7月に総会・懇親会、会報「三木野ヶ
原」年1回発行とＨＰによる広報活動、その他、同
郷同窓会との交流や県関係団体の行事に参加し
ています。
連 絡 先/〒157-0065東京都世田谷区上祖師谷6-30-9
　　　　 ☎03-5313-1356
　　　　 事務局メール　tokyo-sankoukai@outlook.jp
 【PR】事務局と広報(会報)担当が交代しました。新しい風を取り込

みながら世代を超えた同窓生が集い交流を深めていきま
す。首都圏近郊の卒業生のご参加をお待ちしています。一新
した会報をお読みになりたい方も事務局までご連絡を。

東 京 三 高 会
（三本木高校同窓会東京支部）

会　長 佐々木 文雄（S36）
副会長 高谷　 隆二（S40） 副会長 佐々木 賢明（S40）
副会長 冨田　 俊一（S43） 副会長 畠　　 雅仁（S47）
副会長 川原　 　淳（S55） 事務局長 永井 　俊子（S56）

会 員 数/約240名（Facebook会員数：1004名）
活動内容/母校の支援、同窓生の交流など。
連 絡 先/〒135-0047 東京都江東区富岡1-26-18 
　　　    田崎ビル7F㈱環境デザイン計画内
　　　    ☎03（3820）5575
URL: https://www.facebook.com/aohigashi.tokyo
e-mail:aohigashi-admin@mlist.ne.jp

青森東高校同窓会
東京支部

支部会長 渡邊 美知子（4）  （ ）は、卒業回
役　員 中山 あつ子（2）  稲垣 　幸子（4）
　　　 大岡　 静二（5）  宮野 　孝一（7） 
　　　 川島 　啓道（9）  加倉井 厚子（9）
　　　 千葉 　哲幸（10） 荒川　 工学（12）
　　　 井上 　美華（12） 東 　　忠寿（13）
　　　 長崎　 恒治（16） 山野　 裕慈（16）
　　　 澤田 　利憲（17） 橋本　 夏子（17）
　　　 玉置 　玉美（18） 西村　 　仁（19）
　　　 石田 　一生（24） 外﨑 　暁子（26）
　　　 田中 由紀子（28） 橋本　 優介（31）
　　　 神　　 隆範（34） 新井田 　亮（35）
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