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日学祭

体育祭
開催日決定！

私ども運営委員会では『常任幹事会』の開催に
当たり、約 180 名の常任幹事に往復ハガキで出
席をお願いしていますが、毎回出席者数は 30
名前後と極めて少ない状況が続いています。梅
窓会は “OB の総意に基づいて運営される組織”

であり、『常任幹事』は同窓生の代表者として、組織の運営に積極
的に参加する役目を担っています。現在、母校は飛躍の時期を迎
えています。この勢いを後押しし、社会的評価を盤石なものにする
ためには、OB の結束と応援が必要です。また、若い世代の OB

６月14日（土）15：00～ 『常任幹事会』へのご出席をお願いします。

●開催日時 2014年６月14日（土）
 15：00～
●開催場所 日本学園構内
 ３号館（中学棟）
 １F会議室
 ※当日変更する
 　場合もあります

10/4 土 5日

諸君にとって、梅窓会は将来の役に立つ人脈づくりの格好の場でも
あります。ぜひ『常任幹事会』にご出席くださいますよう、お願い
申し上げます。 梅窓会　会長　S30 年卒　髙木　光



国立・MARCH・難関私大にも続々と！大学合格おめでとう！

平成 26 年卒・梅窓会 新クラス幹事歓迎会を開催！

第 122 回・卒業証書授与式に
S39 年卒 OB が列席！

第122回高等学校卒業式を挙行！

大学名 学部名 人数
青山学院大学 経済学部 1
亜細亜大学 法学部 2

経済学部 1
経営学部 3
国際関係学部 1

江戸川大学 社会学部 1
桜美林大学 リベラルアーツ学群 3

健康福祉学群 1
芸術文化学群 1

嘉悦大学 経営経済学部 2
神奈川大学 外国語学部 1

経済学部 1
国際経営学部 1
人間科学部 1

神奈川工科大学 情報学部 1
関東学院大学 文学部 1

人間環境学部 1
杏林大学 総合政策学部 3

外国語学部 1
工学院大学 グローバルエンジニアリング学部 1
國學院大学 経済学部 3
国士舘大学 文学部 5

法学部 3
政経学部 3

駒澤大学 文学部 3
経済学部 2

埼玉学園大学 人間学部 1
淑徳大学 総合福祉学部 1
松陰大学 コミュニケーション文化学部 1

観光メディア文化学部 1
城西大学 経済学部 1
城西国際大学 経営情報学部 1

メディア情報学部 1
尚美学園大学 総合政策学部 1
昭和音楽大学 音楽学部 1
昭和薬科大学 薬学部 1
駿河台大学 法学部 1

経済経営学部 1
現代文化学部 1

聖学院大学 人間福祉学部 1
成城大学 経済学部 1
西武文理大学 サービス経営学部 1

大学名 学部名 人数
専修大学 ネットワーク情報学部 1

商学部 1
商学部２部 1

大東文化大学 文学部 1
法学部 1
外国語学部 2
スポーツ健康科学部 2

高千穂大学 商学部 3
拓殖大学 商学部 1

国際学部 1
外国語学部 1

多摩大学 経営情報学部 4
中央大学 文学部 1

商学部 1
理工学部 2

筑波大学 理工学群 1
帝京大学 文学部 2

法学部 2
経済学部 10
外国語学部 3

帝京科学大学 生命環境学部 1
帝京平成大学 現代ライフ学部 1

ヒューマンケア学部 1
薬学部 2

東海大学 文学部 2
政治経済学部 1
教養学部 2
工学部 1
海洋学部 1

東京有明医療大学 保健医療学部 1
東京経済大学 経済学部 2
東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 5

メディア学部 1
応用生物学部 1

東京工芸大学 芸術学部 1
東京国際大学 国際関係学部 2
東京情報大学 総合情報学部 1
東京電機大学 工学部 1
東京農業大学 応用生物科学部 1

農学部 2
国際食料情報学部 2

東京福祉大学 教育学部 1

大学名 学部名 人数
東京福祉大学 社会福祉学部 1
東京薬科大学 薬学部 1
東京理科大学 理学部 2
東邦大学 理学部 1
東洋大学 法学部 1

経済学部 1
総合情報学部 3
経済学部　イブニングコース 1
国際地域学部　イブニングコース 1

東洋学園大学 現代経営学部 2
グローバルコミュニケーション学部 2

獨協大学 経済学部 1
苫小牧駒澤大学 国際文化学部 1
長野大学 環境ツーリズム学部 1
新潟大学 理学部 1
西日本工業大学 デザイン学部 1
日本大学 商学部 2

文理学部 2
日本体育大学 体育学部 2

保健医療学部 1
文化学園大学 服装学部 1
文京学院大学 人間学部 1
明治大学 文学部 1

理工学部 1
明星大学 人文学部 2

経済学部 1
経営学部 2
理工学部 1
デザイン学部 1

目白大学 社会学部 1
人間学部 2

ヤマザキ学園大学 動物看護学部 1
横浜商科大学 商学部 1
横浜美術大学 美術学部 1
立教大学 理学部 1
立正大学 経営学部 1
和光大学 経済経営学部 5

現代人間学部 3

短期大学 学部名 人数
亜細亜短期大学 経営学部 3
浦和大学 短期大学部 1

注）専門学校 12名　就職１名　

3月8日（土）の高等学校卒業式に先立ち、3月5日（水）午前11:00より、梅窓会・新クラ
ス幹事の歓迎会が行われました。高校3年生の8クラスから選ばれた新クラス幹事16 名（2
名欠席）が会議室に集合。梅窓会からは髙木会長、安藤・宮原・君塚副会長、河井監事、浦
山委員、風間委員が出席しました。髙木会長から歓迎挨拶の後、君塚副会長から『梅窓会パ
ンフレット』を使って会活動の目的・概要・将来のメリット等を説明。その後､ 新クラス幹事の
互選により『平成 26 年卒・常任幹事』3名が選ばれました。『クラス幹事』の諸君は各クラス
のまとめ役です。その中で『常任幹事』の諸君は、クラス幹事を含めた同期卒業生の代表者と
なります。同窓生のネットワークは卒業生の一生モノの財産です。クラス幹事・常任幹事とも、
責任ある立場となりますので、梅窓会活動への積極的な参加・呼びかけをお願いします。

３月８日（土）、キャンパスに咲き誇る満開の桜の下、
第122回高等学校卒業式が挙行されました。各ク
ラスの卒業生代表者へ卒業証書を授与。校長とし
て初の卒業式に臨んだ小岩利夫校長は、校祖・杉
浦重剛先生の言葉を交えながら「自分に嘘をつか
ない、正義を忘れない、弱者を助ける人間であれ」
とのメッセージを贈りました。榎本龍幸理事長（S32
年卒）の祝辞に続いて梅窓会・髙木光会長（S30
年卒）が登壇。「今日から諸君は梅窓会の一員となる。OB同士つながり、団結し、励まし
合い、素晴らしい未来を創造しよう！」とのメッセージを贈りました。さらに梅窓会・髙木
会長より『梅窓会卒業記念品』を卒業生代表の林田君へ贈呈。本年度の記念品は東京英語
学校の伝統を感じさせる『電子辞書』でした。式典には卒業後50年を迎えたS39年卒の
OB代表者が参列。それぞれの未来へ羽ばたく後輩たちの前途を祝しました。

2014年春は国立・MARCH・難関私大を中心に多数の合格者を輩出！中堅私大クラスも安定した合格者数をキープ。さらにハイレベルな才能・技術・体力
が要求される芸術・体育系学部にも続々と合格。『文武両道の名門・日本学園』へ着々と回帰しています。　※大学名は五十音順

平成 26 年卒 梅窓会常任幹事（敬称略）
　高杉明徳（B組）代表
　金森仁志（C組）
　松下周平（F組）

日本学園では、卒業後 50年の節目を迎えたOB代
表者を来賓にお招きし、教職員・保護者・在校生と
共に、次代を担う後輩たちの門出をお祝いしてきま
した。今年は S39 年の OB諸兄 3名が列席。式典
終了後、別室にて理事長・会長を交えて歓談し、文
武両道で躍進する母校の話題で盛り上がりました。

【S39年卒・左から】
今草平氏・川奈部弘泰氏・
浅井晴夫氏
【右から】
髙木梅窓会長・榎本理事長

日本学園梅窓会報



「梅窓会総会・懇親会」6/22 開催決定!!
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勝利と歓喜へ挑む文武両道のDNA! OBの熱き声援をお願いします !
［対戦成績左が日本学園］敬称略

梅窓会・運営委員会では、社会で培った経験・技術・才能を梅窓会で発揮してくださるシニアOBの参加を熱望しています！「人づきあいが好きだ」「文章
を書くのが得意」「写真が趣味」「パソコンなら自信がある」etc、さらに「日本学園をもっと良くしたい！」「母校の発展を具体的に支えたい」といった意見
や行動力のある方も大歓迎！いま、創立130周年を前に運営委員会は大いに盛り上がっています！あなたの実力を母校発展・同窓生の親睦に活かしてみま
せんか？まずは運営委員会に遊びに来てください！
■運営委員会・開催日：毎月第２土曜日14:00～16:00（８月第２土曜日は夏季休暇）
■開催場所：日本学園構内・木造棟１F会議室（正門入って右の白い建物）
■参加方法：ふらりと来ていただくだけでOKですが、
　　　　　　当日13:00～14:00に電話をいただけると幸いです。
　　　　　　TEL:03-3322-7878（木造棟１F会議室直通）

2014年度『梅窓会　総会・懇親会』開催日が6月22日（日）に決定しました。今年の『懇親会』
はOBのみならず、奥様・お子様・お孫様など、ご家族の参加もOK！会場は昨年と同じ『ホテ
ルフロラシオン青山』です。詳細は決まりしだい梅窓会ブログ、日本学園ホームページ等でお知
らせします。お楽しみに！

サッカー部
地区１部リーグ
　５節　対駒場学園	 2－1
地区２部リーグ
　６節　対駒場東邦	 0－4
　７節　対玉川学園	 3－1
Ｔ２リーグ
　１節　対保善	 2－１
　８節　対杉並ＦＣ	 2－3
　９節　対都東大和南	 4－1
　順位決定戦　　
　対都東久留米総合	 2－3
新人選手権　地区大会
　２回戦　対世田谷学園	 5－0
　３回戦　対学芸大付属	 1－1
　　　　　　　　　　　（PK3－5）
私学８支部
　１回戦　対都市大等々力	 6－2
　２回戦　対大東学園	 4－0
　準決勝戦
Ｔ２リーグ
　１節　対修徳	 0－4
　２節　対駿台学園	 1－1
　３節　対都東久留米総合	 0－6
　４節　対大成	 2－4
　５節　対多摩大目黒	 0－1
　６節　対東京実業	 1－0
　７節　対駒場	 3－0

バレーボール部
新人大会
　１回戦　対早大学院	 2－0
　２回戦　対都南平	 2－0
　３回戦　対九段	 2－0
　４回戦　対暁星	 0－2
私学大会（ベスト16）
　１回戦　対桐朋	 2－0
　２回戦　対自由ヶ丘学園	 2－0
　３回戦　対明大中野	 2－0
　４回戦　対早稲田実業	 0－2
新人決勝大会（ベスト16）
　１回戦　対高輪	 2－0
　２回戦　対多摩大目黒	 2－0
　３回戦　対足立新田	 0－2

バスケットボール部
私学８支部大会（優勝）
　１回戦　対東京農大一　	151－31
　２回戦　対大東学園　　	113－48
　準決勝　対世田谷学園　		71－ 51
　決勝戦　対駒大高　　　		62－ 49
新人戦　第１支部（優勝）
　２回戦　対明治学院　　	115－62
　３回戦　対國學院　　　		95－ 65
　４回戦　対高輪　　　　		84－ 49
　準々決勝　対東京　　　　		80－ 57
　準決勝　対都広尾　　			132－60
　決勝戦　対世田谷学園　		93－ 69
新人戦　東京都本大会（ベスト16）
　２回戦　対都石神井　　		76－73
　３回戦　対足立学園　　		65－ 82

柔道部　※対戦成績で同点の場合は有効・指導で決定 /○が勝
【高等学校】
私学８支部柔道大会　団体戦　予選リーグ
　対日大三　②－2	　対農大一　5－0
　優勝決定戦　対国士舘　0－4
私学８支部柔道大会　個人戦
　90kg 級　坂東　優勝
渋谷区民大会
　初段・軽量の部
　優勝・早川　準優勝・山本　３位・坂本
　初段・重量の部
　優勝・前田　準優勝・松村　３位・瀬田
第２支部新人大会　団体戦（３位）
　２回戦　対高輪　2－1	
　準決勝　国士舘　1－3
第２支部新人大会　個人戦
　66kg 級　	山本　２位
　100kg 級　前田・石山　ベスト８
國學院大學松尾杯柔道大会
　１回戦　対和歌山北　1－2
神奈川県チャレンジシリーズ
　対磯原郷英　2－4
　対日大高　　3－3
　対二宮　　　4－1
宮城県高校招待
　対石巻商　1－2　対宮城水産　5－0
　対石巻工　0－3
　対石巻商　2－②　対宮城水産　3－1
　対石巻工　1－5
　対石巻商　4－1　対宮城水産　5－1
　対石巻工　0－4
ニューイヤー柔道 '14
　対流通経済柏　　2－4
　対千葉経済大付　2－3
　対千葉商大付　　5－1

　対富士学苑　　　2－②
　対東海大甲府　　0－4	
　対篠ノ井・吉田　8－0
　対熊谷　　　　　8－0
　対市立柏　　　　0－3
　対千葉商大付　　3－4
　対武南　　　　　2－5
　対二階堂　　　　4－3
　対立教新座　　		④－4
第36回日本学園吹田杯柔道大会
　優勝　　坂東
　準優勝　前田
　３位　　坂本・浦和
選手権大会支部予選　個人戦
　81kg 級　坂東　３位
　無差別級　前田・松村　ベスト８
選手権大会都予選
　２回戦　対深川　　３人残し勝
　３回戦　対京華商　１人残し勝
　４回戦　対高輪　　１人残し勝
　準決勝　対修徳　　３人残し負
　敗者復活戦　対明大中野　３人残し負
選手権大会都予選　個人戦
　81kg 級　坂東　準優勝

【中学校】
世田谷区大会　個人戦
　無段軽量の部　森野　6－0　優勝
　（全て高校・大学生相手に一本勝ち）
中学　世田谷区民大会　個人戦
　田代　３位

軟式野球部
春季大会（京北高校と連合チーム）
○数字はコールド回
　１回戦　対葛飾聾学校　15－0③
　２回戦　対都江北　　　	2－9⑦

フットサル部
第13回東京都フットサル大会
（Ｕ・18）
　準々決勝　対駒沢高校　　	1－2

軽音楽部
11月		平成 25年度東京都高等学校
　　　文化祭軽音楽部門大会出場
１月　合同ライブ「冬の代官山ライブ」
３月　下北沢のライブハウスMOSAiC
									にて卒業ライブ

山渓部
第29回大山登山マラソン出場
（参加157人中）
西田	25位、下穂木	30位、高田	48位

クラブ活動報告

硬式野球部
春季東京都高等学校野球大会
ブロック大会
　２回戦　対立正大立正　　11－1
　代表戦　対都雪谷　　　	　0－4

英語クラブ
私立第八支部スピーチコンテスト出場
中一の部員が英検３級（中学卒業レベ
ル）に合格

シニアのチカラ求む！あなたのキャリアを運営委員会で発揮してみませんか！

■テーマ：『創立130周年に向けて、母校発展のために！会員親睦のために！みんなで盛り上げよう！』
■開催日：6月22日（日）		ホテルフロラシオン青山　東京都港区南青山4-17-58　TEL:03-3403-1541
■総　会：15:00～16:00	（平成 25年度事業・決算・監査報告および平成26年度事業計画・予算案他）
■懇親会：16:30～18:30		参加費￥6,000
　　　　　　　　　　　　	25歳以下のOBおよびOBのご家族は、ひとり￥3,000でOK!
※出席の方は同封ハガキを 6 月 5 日（木）必着でお送りください（切手不要）
＜6 月 5 日（木）までに出席ハガキが到着した方に限り、総会当日に名札をご用意いたします＞
※ OB ご家族の参加について
本年度の懇親会は、ひとりでも多くの方と共に『プレ創立130周年』を祝い、母校と梅窓会の発展を盛り
上げたいとの趣旨から、OBの奥様などのご家族もご参加いただけます！	ぜひ、ご家族をお誘いいただき、
楽しいひとときをお過ごしください。

 若手 OB にメリットいっぱい！『総会・懇親会』に参加しましょう
「梅窓会は大先輩ばかりで気おくれする・・・」そんなふうに考えてはいませんか？実は学生・社会人のOB諸君にとって梅窓会の
『総会・懇親会』にはメリットがいっぱいあります！あらゆる業界の企業経営者・役員・管理職など、社会人として確かな実績・経
験を積んだOBと出会えることもそのひとつ！日本学園の先輩・後輩という気軽さで、OBとのネットワークや人脈づくりができる
貴重な場にもなります！『総会・懇親会』は就活や仕事の相談にも乗ってもらえる人間関係をつくる絶好のチャンス！	同期・先輩・
後輩を誘って参加しましょう！

日本学園梅窓会報



哀悼（敬称略　順不同） 卒年／氏名／逝去年月日

（単位：円）●平成２６年３月末現在繰越金残高内訳

決算報告（案）

Baisou information.

現金残高  35,093

預金残高

　三菱東京UFJ銀行永福町支店 普通 0151581 905,092

　三菱東京UFJ銀行永福町支店 普通 0162414 7,790,129

　みずほ銀行北沢支店 普通 0220559 446,392

　ゆうちょ銀行通常貯金 10090-31282681 217,075

　ゆうちょ銀行通常貯金 10040-52625751 306

　ゆうちょ銀行定期預金 10040-52625751-7 200,000

　ゆうちょ銀行振替口座 00110-6-6183 549,609

合計 1,0143,696

●寄付者ご芳名 終身会費が払い込みにも関わらず、余計にお支払いいただいた額を

寄付として入金させて頂きました。深く感謝申し上げます。

（敬称略　括弧内数字は卒業年　H：平成　その他は昭和）

■7万円　大坪陸三（32）　■5万円　日比重昭（20-5）　■4万円　浅井晴夫（39）/古橋章

良（41）　■3万5千円　山本征正（41）　■3万円　高橋利男（36）　■2万6千円　三浦輝雄

（33）　■2万円　星野嘉彦（17）/藤枝康一（34）/小川和夫（34）　■1万9千円　鈴木秀明

（38）■1万5千円　平松敬司（31）/橋本博司（34）　■1万2千円　丹羽義就（25）/細谷洋太

（59）/西尾敬史（H16）　■1万1千1百円　金子隆一（52）　■1万1千円　新倉重行（20-5）　

■1万円　昼間守正（9）/佐川弘（16）/井上實（16）/内野哲（29）/高田鑛（29）/髙木光

（30）/土井智生（30）/西澤武久（32）/鐵宏之（34）/樋下田雄三（34）/野田幸男（41）/清水

正敏（41）/石井洋一（41）/斉藤尚義（50）　■9千円　宮原明治（26）/小林伸伍（H23）

■8千円　笹本繁宏（14）/藤村一夫（18）/原喜平（25）/斎藤公壽（25）/吉川道也（25）/

濱田晃（26）/長尾忠一（29）/長田藤治（30）/井上岩男（31）/島田誠（31）/関谷栄一（32）/

石毛勇司（33）/大崎嘉彦（34）/島本宏志（34）/矢島良治朗（35）/植松喜代光（36）/星野

勝司（36）/斉藤祐治（36）/福沢利三郎（36）/石原康雄（37）/綱頭倭夫（41）/市川秀雄

（42）/内藤政則（57）/菊地秀明（62）/山口吉行（H25）　■6千円　野生司敬雄（18）/大竹

正雄（20-4）/中島秀治（41）　■5千円　野田隆造（38）/松田芳弘（39）/佐久間慶一（44）

■4千円　松本庄三（8）/大眉和士（15）/岡村邦輔（16）/百瀬芳男（17）/黒澤金生（19）/

林正武（19）/佐藤精知夫（19）/田村寿雄（20-5）/清原昭二郎（20-5）/坂本百大（20-5）/

前田立雄（20-5）/田中幸雄（22）/遠藤豊（22）/後藤仁（23）/小田誠夫（23）/梅本重臣

（25）/佐藤庄三（25）/根岸茂（26）/木村文彦（27）/川口彰五郎（28）/木下一郎（29）/佐藤

公一（29）/富永純（29）/鵜飼敬（30）/永井俊雄（30）/宮山博（30）/岡田誠一（31）/村尾懿

（31）/大竹寿男（33）/野村直人（33）/小澤孝好（34）/小林幸雄（34）/大内照夫（34）/澁谷

章（34）/野島巧（35）/北郷秀文（35）/風間克美（37）/安田昭（37）/大森健次（40）/古賀正

二郎（41）/帯刀和夫（41）/有田英一（43）/木崎喜一（43）/藤田利光（48）/野田敬理（50）/

大塚貞幸（62）/廣江律夫（H14）/鈴木久貴（H16）/田野倉治（H18）/篠崎文紀（H22）/小島

崚（H23）/大塚貴登（H24）/中田昌徳（H25）/中﨑一寿（H25）/塙拓巳（H25）

■3千円　鷲野公夫（38）　■1千円　赤塚恵（16）/大庭克世（18）/松苗喜一郎（25）/山本

邦夫（25）/内田勅顕（37）/梅本富士夫（37）/早舩健太郎（H12）

（2013/4/1ー2014/3/31　単位：円）●梅窓会　平成25年度決算書（案）

　正会員（終身）収入 800,000 1,040,000 800,000

　正会員（年）収入 　720,000 640,000 735,000

　寄付金（余剰会費分） 1,000,000 1,079,100 1,328,000

　正会員収入計 2,520,000 2,759,100 2,863,000

　準会員収入 2,350,000 2,341,500 2,339,700

　雑収入 1,000 1,472 1,106

　 　 　 　

収入合計 4,871,000 5,102,072 5,203,806

　 　 　 　

　委員会運営費 200,000 243,360 202,940

　通信費 250,000 180,670 211,550

　日学Hp負担費 100,000 0 0

　旅費交通費 30,000 0 6,160

　事務費・消耗品費 360,000 342,476 361,119

　会議費 75,000 0 7,840

　雑費 80,000 87,230 55,188

　口座徴収料金 50,000 43,240 50,010

　調査研究費 50,000 0 0

　慶弔費 30,000 0 0

　人件費 300,000 265,120 287,600

　水道光熱費 100,000 100,000 100,000

　一般管理費計 1,625,000 1,262,096 1,282,407

　 　 　 　

　備品費 150,000 138,499 158,938

　卒業記念品費 380,000 387,805 312,246

　会報費 1,150,000 890,843 1,019,741

　学園行事協力費 30,000 60,000 15,000

　学園行事支援費 60,000 150,000 60,000

　補助寄付金（奨学金） 600,000 600,000 600,000

　予備費 150,000 85,105 70,096

　業務運営費計 2,520,000 2,312,252 2,236,021

　 　 　 　

支出合計 4,145,000 3,574348 3,518,428

　 　 　 　

収支差額 726,000 1,527724 1,685,378

　 　 　 　

次期繰越金 9,341,972 10,143,696 8,615,972

実　　績予　　算 前年度実績

会費納入はカンタンです

梅窓会ブログ 130,000アクセスに迫る！大人気！

梅窓会はもちろん、日本学園の最新情報をお届けしているOBのポータルサイト「梅窓会ブログ」が、誕生から４年で、延べ
約130,000人の方からアクセスをいただくまでに成長！OBだけでなく、学園関係者、在校生、PTAへとファンを増やし続けています。
まだご覧になっていない、という方は今すぐアクセス！活性化する梅窓会の“今”をご覧ください！

検索

「梅窓会ブログ」に皆様の近況や同窓会・同期会、同窓生同士の旅行記事等を掲載いたします。
ご希望の方は毎月第2土曜日（8月除く）午後2時～4時に梅窓会事務局までお電話をお願いし
ます。またパソコン＆電子メールを活用されている方は、「梅窓会ブログ」内メールで直接記事を
投稿することも可能です。あなたの情報をお待ちしています。 梅窓会 広報部会

OB情報大募集！

会費収入は梅窓会運営の基盤です。ご協力よろしくお願いいたします。
年会費   4,000円　毎年1回/同封の郵便振替用紙で納入してください。
終身会費 40,000円　最初の1回のみ同封の郵便振替用紙で納入してください。
＊年会費を納めておられる方で、終身会費に変更される方は、新たに4万円の納入をお願いします。
＊郵便局備え付けの振込用紙で振り込まれる方は、下記口座までお願いいたします。

＊終身会費を納入されている方は郵便振替用紙の氏名の後の会員番号の後ろに「♯」を付してあります。

口座番号00110-6-6183　日本学園梅窓会

（但し、振込手数料は振込人払いとなります）

寄付額合計　1,079,100 円

Ｓ17年　 横山金代 Ｈ25. 6.18
Ｓ18年　 村上　清 Ｈ20
Ｓ19年　 谷口正徳 Ｈ25. 9
Ｓ19年　 二神和吉 Ｈ21. 8. 4
Ｓ25年J   青木　茂 Ｈ26. 1.15
Ｓ28年　 千葉雄次 Ｈ26. 1. 2
Ｓ29年　 井口啓二 Ｈ25. 7.14
Ｓ29年　 海老沢俊夫 Ｈ24
Ｓ29年　 小林　勉 Ｈ25. 3. 1

Ｓ29年　 鶴岡　理 Ｈ24.12. 2
Ｓ29年　 廣嶋澄雄 Ｈ25.12. 6
Ｓ31年　 田中基美 Ｈ24.11. 3
Ｓ32年　 金子堅三 Ｈ25.
Ｓ33年　 近藤　忠 Ｈ25. 5
Ｓ35年　 荒城義之 Ｈ26. 2.29
Ｓ36年　 河村勝也 Ｈ25.11.26
Ｓ37年　 堀　勝彦
Ｓ44年　 恵良純夫

発行日  2014 年 5 月15 日

〒 156-0043 東京都世田谷区松原 2-7-34
日本学園 気付 TEL/FAX 03-3322-7878

［発行人］ 会長　髙木 光

日本学園梅窓会
会報『Baisoukai Today』最終面の“ 昭和 43 年卒業『四三会』同窓会 ” を
“昭和 43 年卒業『四三会』同期会” に、草下勲夫先生の担任クラスを “E 組 ” に、
それぞれ訂正し、お詫び申し上げます。

訂正・お詫び


