
ご存知ですか？ 東京にあなたの高校同窓会があることを。
高校同窓会・各種団体編

高校同窓会首都圏在住者の 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 【順不同】

会 員 数/加盟校 32校
活動内容/【2020年開催行事（予定）】
   2月 総会   終了         4月 高窓連祭 中止
   7月 ボウリング大会 延期   9月 バーベキュー祭り 延期
＊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/〒177-0045 東京都練馬区石神井台2-23-9
　　　　 事務局長  村上剛（黒石）
　　　　 携帯090（2156）2520   FAX 03（5372）6628  
　　　　 e-mail:t.murakami@giopec.co.jp

東京青森県高校同窓会連合会
会　長 八木　洋一（青森商業）  　　 
副会長  三上　惠美（五所川原第一）　松橋　正一（三本木農業）
　　　 吹田　好正（弘前工業）　      江良　　実（五所川原工業）
監　事 林　　正信（八工大一）　　  奥谷　昭夫（黒石商業）
会　計 平本　京子（青森商業）
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）
　　　 石沢陸奥男（弘前東）
相談役  佐々木彦藏（大湊）　　　　  畑中　皓二（大湊）
　　　 雪田　吉信（田名部）  　　   日影　利男（八戸学院光星）
　　　 佐々木和男（青森北）
事務局長 村上　　剛（黒石） 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 松山　 正弘   事務局長 葛西　　 聡
副会長 鈴木　 孝子　副会長 永田 　雅之
副会長 柿崎 　武夫　副会長 瀬川　　 昇
会計監事 木村 むめお　会計監事 齊藤　　 健
名誉会長 長山　 　弘　名誉会長 久慈　 志朗
名誉会長 清藤　 良則　

会 員 数/約240名（Facebook会員数：1090名）
活動内容/母校の支援、同窓生の交流など。
　　　    2021年総会5月24日（土）
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） 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。
【2021年第10回総会・懇親会のご案内】
2021年6月12日 （土）16:00～ 「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

〔2020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/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。2021
年6月支部創立60周年記念総会予定。
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

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/600名（2020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】2021年総会・懇親会は6月13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
会　計 高橋 美紀子
監　査 伊藤　 敏子　監　査 若山 多香子

会 員 数/366名（2020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 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　組　織 長内　 　一
監　査 塚脇 　優子　監　査 山田 　寿彦
顧　問 三國　 　昇　顧　問 福士 　義勝

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。

【PR】暑中見舞申し上げます。暑さ厳しき折、
ご自愛なさいますようお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　令和二年　盛夏

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/300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1-16-15
                 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

（事務局長）

（編集担当）

会 員 数/700名（2020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 逢坂 誠一郎　理　事 加藤 　昌治
理　事 後藤 　紀子　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/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、 2021年6月26日（土）
13時からパセラリゾーツ グレースバリ 上野
公園前店（台東区上野2-14-30）。 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 工藤　 勝弘






