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　□ 篤志寄附（企業）
工房おおかわ 日置電機㈱ ㈱幸和建設 ㈱フジ技研 ㈱東信えぼし
㈲ほほ笑み介護支援センター ㈱ワールド重機開発 ㈱タジマ 上田バス㈱ 信州富士電機㈱
㈲オガワ商店 ㈱長野大崎製作所 ㈱佐藤商会 宮後工業㈱ ㈱荒井設備
㈱ジェー・ピー・イー 進和商事㈱ 松山㈱ ㈲堀内建工 東特巻線㈱
㈱武重商会 西田技研工業㈱ 日軽松尾㈱ ㈱玄海 上小牛乳商業協同組合
㈱みすず綜合コンサルタント ㈲新工 上田ガス㈱ 金澤工業㈱ 日本プラパレット㈱
長野合同経理センター ㈱イデタ製作所 信州ハム㈱ マリモ電子工業㈱ 長野電子工業㈱
㈱北信ポンプ シナノケンシ㈱ 青木運輸倉庫㈱ ㈱八光　笹屋ホテル ㈲奥山精工
㈳敬老園 ㈱細井建設 ㈱長野三洋化成 富国木工㈱ エフビー介護サービス㈱
㈱アルプスツール ㈱東郷商事 上田第三木材㈾ ㈳ちいさがた福祉会 コトヒラ工業㈱
㈱ロビニア ㈲東郷堂 ㈱長野精工 池田クリニック 岡本工業㈱
臨泉楼　柏屋別荘 ㈱みすゞ工務店 ザ・グランドティアラ高砂殿 ㈱上田ケーブルビジョン 母袋産業㈱
梅光堂 ミヤリサン製薬㈱坂城工場 ㈱デルトラウム ㈱ティーアイジー ㈱長野銀行上田支店
コロナ技建㈱ 長野オートメーション ㈲イーグル開発 ㈲御菓子処　花岡 ㈱進和製作所
㈱小幡 長野県連合青果㈱ 上田日本無線㈱ ㈱ナカヤマ ㈱オーネックス
ルート設計㈱ 千曲建設工業㈱ カネテック㈱ ベルポートまるこ 千曲バス㈱
信州うえだ農協 愛真女性探偵社 三共テック㈱ 上燃㈱ 国際21クリスタルホール
㈱ユダ KYB-YS㈱ ㈱水工技建 北澤土建㈱ ㈱小林精工
㈱真田自動車学校 ㈱図南 ㈱上山田ホテル ㈱全日警長野支社 ㈱堀内電機製作所
㈱永井建設 ㈱若林 ㈱塩田家具センター 吉田工業㈱ 新栄開発㈱
㈱城南製作所 ㈱宮下組 ㈱カネト ㈱アトリエ・ド・フロマージュ 上田プラスチック㈱
ミヤジマ技建㈱ ㈱川久保製作所 ㈱新津組 ㈱上小共同生コン ㈱ユウワ
信州上小森林組合 藤澤畳瓦店 上田情報ビジネス専門学校 ㈱岩野商会 ㈱三愛設計
大野建設㈱ ㈱内藤建商 浅田税経事務所 田辺印刷㈱ ㈱イー・エム技研
㈱石原産業 ㈱三葉製作所 チヨダエレクトリック㈱ ㈱西野木工機製作所 長野学園　長野大学
㈲丸山自動車商会 アート金属工業㈱ 三矢工業㈱

　□ 個人寄附
中島 芳江 昭16本 久家 良 昭24家 西原 淑子 昭27商 佐藤 君代 昭28被 清水 永子 昭30家
深堀 英子 昭16本 笠井 好和 昭25建② 木内 かず子 昭27商 石原 張男 昭29機 保坂 定子 昭30家
倉島 昭江 昭19本 児玉 忠男 昭25建② 関 しづ 昭27家 保屋野 清 昭29商 小林 貞子 昭30家
井澤 光代 昭20本 金井 節博 昭25機 櫻井 武子 昭27家 伊沢 文子 昭29商 内久根 嘉子 昭30被
板倉 その子 昭20本 柄沢 哲 昭25機 小泉 知己 昭28建 小糸 洋子 昭29家 金井 文雄 昭31建
島川 峯子 昭20本 渡辺 あき子 昭25普 宮島 国重 昭28建 小林 くに江 昭29家 岡田 新太郎 昭31機
池内 成子 昭23本② 西沢 菜句代 昭25家 竹内 徳男 昭28機 牧内 重子 昭29家 内堀 哲夫 昭31機
荻原 いさを 昭20専 久保田 髙冬 昭26建 西沢 忠嘉 昭28機 西野 清 昭30建 小玉 武夫 昭31機
臼井 清子 昭22専 栁沢 曻 昭26機 西牧 敏夫 昭28機 小林 政夫 昭30機 豊城 義人 昭31商
松崎 ヌイ子 昭22専 斎藤 侑一 昭26商 倉島 千明 昭28商 増田 善昭 昭30機 片岡 幸夫 昭31商
竹中 正知 昭20建 大島 美芳 昭26家 野際 つや子 昭28家 片山 民男 昭30商 清水 正登 昭31商
田中 重信 昭21機 内山 ヨシ 昭26家 山極 とも子 昭28家 中沢 英介 昭30商 永野 征子 昭31家
北村 國夫 昭21機 田中 健一 昭27建 清滝 むつ子 昭28家 石井 孝侑 昭30商 千野 里い 昭31被
鈴木 栄治 昭21機 児玉 文也 昭27機 鈴木 一三 昭28家 花見 功 昭30商 林 友雄 昭32建
成澤 秀敏 昭24機 油井 清子 昭27商 馬場 千恵子 昭28被 入枝 玲子 昭30家 吉池 重忠 昭32建

募金総額　24,543,000円　（平成28年５月31日現在）　　　（平成27年５月27日～平成28年５月31日まで  15,229,500円）

篤志寄附 個人寄附 旧職員 地域支部 本校職員 平成27年3月卒業 平成27年4月入学
件　数 132件 319人 24人 295人 97人 125人 286人
募金額 7,305,000円 2,994,000円 300,000円 1,425,500円 1,150,000円 625,000円 1,430,000円 

　母校、長野県上田千曲高等学校 創立100周年記念事業募金のご協力を、昨年７月発行の「同窓会
報第29号」において再度お願い致しましたところ、一層多くの同窓生の皆様から募金のご協力を頂
き有り難うございました。下記に本年度（平成27年６月から平成28年５月の間）募金にご協力頂き
ました皆様のご芳名を掲載致します。（前回以降分）
　母校の創立100周年は次年度、平成29年と間近に迫って参りました。募金目標額は6,500万円で
すが、現在、目標額に遥かに遠く及ばず厳しい状況となっています。私達も鋭意募金活動に励ん
で参ります。今後も募金のご協力をお願い致します。

（すでにご寄附いただいている方にも、郵便振込用紙を同封してあります。その場合は、ご了承下
さい。また、ここに掲載した芳名簿②は、上記の期間中に振込をいただいたものであり、それ以
前の芳名簿は、同窓会報29号に掲載済みとなっておりますので、ご注意願います）

募金委員長
大口  義明

（昭和37・機械科）

長野県上田千曲高等学校 創立100周年記念事業募金 芳名簿②
（平成27年５月27日～平成28年５月31日）
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東山 英夫 昭32機 宮城 正江 昭35家 山本 光雄 昭39機 山崎 喜美子 昭44家 藤原 栄治 昭55建
坂口 一三 昭32機 武田 征英 昭36建 貢 甚一郎 昭39電 土屋 たま江 昭44家 荒井 浩正 昭56機
中川 清 昭32商 倉島 良彰 昭36機 一之瀬 敬 昭39電 龍野 誠昌 昭45建 斉藤 光一 昭56機
栁澤 文子 昭32商 高寺 史佳 昭36機 春日 忠 昭39電 島田 行雄 昭45機 高橋 恵子 昭56商
小林 重利 昭32商 中村 武一 昭36機 黒岩 昭男 昭39電 中村 達雄 昭45機 井出 庄一 昭57建
中沢 宗雄 昭32商 平田 東 昭36機 川合 律子 昭39家 近藤 容 昭45電 大島 龍太郎 昭57建
宮本 信 昭32商 小林 義明 昭36電 堀場 和彦 昭40建 宮澤 京子 昭45商 森屋 純一 昭57機
望月 喜子 昭32家 藤巻 敬士 昭36電 山崎 良則 昭40建 酒井 さち子 昭45家 傘木 聖 昭58電
赤岡 まき子 昭32家 小宮山 武雄 昭36商 桐島 恵二 昭40機 小宮山 恒雄 昭46建 佐々木 茂雄 昭60機
小林 公子 昭32家 堀口 和徳 昭36商 矢嶋 重興 昭40機 中澤 栄二 昭46建 西森 隆至 昭60電
緑川 直子 昭32家 加瀬 初英 昭36商 荻原 三男 昭40電 武者 博和 昭46建 上羽 洋子 昭61家
倉坂 貫夫 昭33建 西沢 喜美子 昭36家 藤原 隆雄 昭40電 笹井 弘 昭46機 手塚 善文 昭62電
宮澤 令行 昭33建 水出 志げ子 昭36家 田村 孝 昭40電 関 和夫 昭46機 奥村 律子 昭63家
霜村 信一 昭33機 大口 義明 昭37機 伊藤 佳子 昭40商 林 正道 昭46機 唐沢 美栄 平2商
大川 秀一 昭33機 大沢 三郎 昭37機 小山 由紀子 昭40商 塩沢 文男 昭46機 峯村 正典 平3機
松井 栄四郎 昭33機 児玉 安功 昭37機 一之瀬 とく子 昭40商 柏原 岩雄 昭46電 森 和美 平3商
依田 美子 昭33商 三治 勝夫 昭37機 佐藤 文男 昭41建 馬場 昌信 昭46電 八反田 有紀 平4子
鮎沢 美佐子 昭33家 堀口 亮一 昭37機 須貝 直好 昭41建 山岸 利夫 昭46電 滝澤 美穂子 平4商
林 静子 昭33家 小林 利秋 昭37機 三橋 仁一 昭41建 東山 清成 昭46電 田邉 利江子 平4家
石井 和枝 昭33家 山崎 寿雄 昭37機 栁澤 恒雄 昭41建 秦 道子 昭46家 赤尾 学 平5電
松林 さよ子 昭33家 関 弘吉 昭37電 松林 長雄 昭41機 上野 もと子 昭46家 唐澤 桂子 平5商
関 好子 昭33家 鳴沢 敏夫 昭37電 根津 正吾 昭41機 志摩 正巳 昭47機 満木 勝也 平6電
倉田 哲雄 昭34建 西入 大助 昭37電 渡辺 昌幸 昭41機 坂田 和夫 昭47電 柳沢 政司 平8建
清水 忠良 昭34建 柳沢 宗一 昭37電 中島 米治 昭41電 宮下 希佐己 昭47電 市川 龍 平12食
高橋 弘 昭34機 深町 共榮 昭37電 西澤 興一 昭41電 古川 玲子 昭47商 前田 丈博 平13子
角田 孝雄 昭34機 池田 健彦 昭37電 小市 稔 昭41商 久保田 文昭 昭48建 小湊 敬 平14商
三井 康弘 昭34機 伊藤 一郎 昭37電 若林 堅壹 昭41商 松崎 次雄 昭48建 吉川 慶 平15商
柳沢 隆一 昭34機 内田 凱久 昭37電 林 美子 昭41家 松嵜 昭雄 昭48機 太田 恵介 平16電
香山 昇久 昭34機 白石 忠男 昭37電 田邉 基子 昭41家 花里 貞利 昭48電 臼井 美樹 平16商
齊藤 吉之 昭34機 東川 隆雄 昭37電 榎本 文子 昭41家 並木 京子 昭48家 清水 真友子 平16食
児玉 昱夫 昭34商 堀内 文男 昭37電 伊藤 公平 昭41定機 山田 昭子 昭48家 関 雄太郎 平18電
中曽根 妙子 昭34商 内海 勝利 昭37商 竹田 隆一郎 昭42機 川島 金治 昭49機 中田 瑛 平18電
人見 昭子 昭34家 田中 秀男 昭38建 三井 守夫 昭42機 竹内 守男 昭49機 内田 香 平18商
枝川 浅子 昭34家 三井 光弘 昭38建 六川 泉 昭42機 白鳥 武彦 昭49電 太田 真央 平19食
甲田 節子 昭34家 竹内 愛国 昭38機 沓掛 忠三 昭42機 岩山 ゆみ子 昭49商 春日 俊祐 平19生
尾崎 幸子 昭34家 島田 正雄 昭38機 市川 栄一 昭42電 金子 由美子 昭49家 島岡 龍之介 平20子
石沢 清枝 昭34家 高野 栄昭 昭38機 清水 勲 昭42電 山崎 美代子 昭50建 谷口 法明 平20電
酒井 三雄 昭35建 滝澤 良一 昭38電 堀内 敏夫 昭42電 花岡 栄治 昭50建 平林 勇介 平22機
清水 泰男 昭35建 白石 武夫 昭38電 柳澤 量一 昭42電 西入 明 昭50電 坂井 良誠 平24機
竹原 紀雄 昭35建 髙地 勝利 昭38電 池田 忠夫 昭42商 室賀 宗子 昭50商 佐藤 一哉 平25機
手塚 克巳 昭35建 坂田 貞夫 昭38商 常田 文子 昭42家 島川 智子 昭50商 児玉 優季 平25子
古越 拓男 昭35建 柳澤 芳雄 昭38商 竹内 勇二 昭43建 石田 和幸 昭51電 堀口 恭平 平25子
織原 正樹 昭35機 山岸 明人 昭38商 尾台 輝夫 昭43機 長谷川 好明 昭51電 栁澤 洋孝 平25子
吉田 元 昭35機 堀 きみ代 昭38家 橋爪 延幸 昭43電 井出 絹江 昭52家 鈴木 夏未 平25商
松井 俊二 昭35機 安保 扶希 昭38家 渡辺 けい子 昭43商 若林 晃 昭54建 平林 純希 平26機
橋本 隆 昭35商 飯田 誠四郎 昭39建 山辺 正重 昭43定機 塚田 泰裕 昭54機 小林 麻未 平26食
増田 寿男 昭35商 若林 謙 昭39建 児玉 光 昭44機 細谷 ひろ子 昭54商 小坂 正幸 平27機
杉村 房枝 昭35家 一之瀬 和夫 昭39機 牧野 芳郎 昭44電 内田 由美子 昭54家 上杉 洋人 平27子
村田 明子 昭35家 高橋 忠正 昭39機 岩波 妙子 昭44家 金井 康 昭55建

　□ 地域支部寄附（豊殿支部）
佐藤 一江 昭40商 中沢 靖子 昭52商 鈴木 こずえ 平2家 柄澤 裕美 平21生 柄澤 優太 平24電
滝沢 みと江 昭50商 満木 美恵子 昭53商 柄澤 寛之 平10建

　□ 地域支部寄附（神科支部）
古沢 すみを 昭21本 丸山 さえ子 昭36家 倉島 光男 昭43建 細井 正明 昭47電 洞口 晃夫 昭50電
竹内 豊 昭27機 市場 政喜 昭37機 清水 眞 昭43機 阿部 恵子 昭47商 内久根 幹子 昭50商
前島 武子 昭28商 塚原 昭雄 昭37機 倉島 ぬひ子 昭43商 倉島 寿恵子 昭47商 清水 清江 昭50家
高寺 善江 昭28家 田中 夏江 昭37家 滝沢 恵津子 昭43家 小林 厚 昭47定機 滝沢 紀子 昭50家
塚原 幹雄 昭29機 箱山 由紀子 昭38家 市村 孝行 昭44機 小林 則男 昭48機 清水 千秋 昭50定機
倉島 秀子 昭30家 池田 慶助 昭39建 中村 健二 昭45建 柳沢 伸夫 昭48電 小林 節夫 昭52機
丸山 正明 昭33機 小林 繁雄 昭40電 中村 邦子 昭45商 中沢 こず江 昭48家 武井 宏子 昭53家
伊奈 しげよ 昭33家 湯本 幸一 昭41電 倉島 美佐子 昭45家 温井 伸彦 昭49電 沢 光夫 昭55機
塩崎 さつき 昭33家 六川 みつ江 昭41商 池田 久雄 昭45定機 清水 高市 昭50建 滝澤 克彦 昭55機
増村 芳子 昭34家 池田 徳江 昭41家 竹鼻 伸広 昭46機 清水 浩視 昭50機 中島 あけみ 昭55商
竹鼻 さく子 昭34家 今井 いち子 昭41家 武井 久夫 昭46機 中沢 宏典 昭50機 池田 福慈 昭56建
小林 良次 昭35機 倉島 政一 昭42機 荻原 隆雄 昭47機 山﨑 裕治 昭50機 清水 邦寿 昭56機
西沢 喜美子 昭36家 竹鼻 千恵子 昭42家 岩月 恭彦 昭47電 六川 次敏 昭50機 中曽根 崇仁 昭58機
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清水 寿雄 昭59機 春原 昭雄 平2電 荒井 浩文 平7電 齋藤 あかね 平13食 荻原 梓 平22食
清水 健一 昭60機 竹鼻 三智雄 平3電 清水 仁一 平7電 和田 真人 平17機 半田 優 平23食
小林 道代 昭60商 手島 隆宏 平3電 瀧澤 知恵子 平7商 土屋 吉也 平18機 小林 香菜 平23生
西沢 英俊 昭61機 工藤 聡 平3電 齊藤 昌一 平8建 小川 祐樹 平19建 小笠原 祐太朗 平23定機
塚原 恒夫 昭61電 小林 琴美 平3家 関 晴美 平8家 武井 菜留未 平19生 中澤 真士 平24機
西沢 信恵 昭61家 高津 利果 平4商 赤塚 涼太 平9機 小林 将也 平21子 宮沢 侑希 平24電
涌井 裕子 昭62家 柳沢 由紀子 平4家 小林 幸枝 平10家 滝澤 拓真 平21電 宮原 直也 平24電
池田 正司 平元電 春原 友幸 平5電 中曽根 明子 平11商 吉田 智行 平21商 半田 あすみ 平25食
柳沢 宏紀 平元電 石沢 淳子 平5商 丸山 真美 平11商 宮原 里奈 平21食 荻原 寿実 平25生
清水 雅史 平2子 佐藤 卓朗 平6電

　□ 地域支部寄附（神川支部）
竹内 まき子 昭19本 前島 玲子 昭35家 花岡 ちよ美 昭44家 滝沢 純子 昭58商 竹内 恵 平8建
竹原 孝子 昭25普 福沢 厚美 昭36機 山部 一巳 昭46電 利根川 修治 昭59電 岩澤 彰彦 平8電
宮沢 順子 昭27家 町田 勉 昭37機 田中 真紀子 昭46家 西沢 俊樹 昭60電 宮嶋 江梨奈 平8商
中村 いつ子 昭28家 渡辺 三男 昭37商 西沢 まち子 昭46家 盛田 聡 昭61商 高橋 信也 平9建
浦野 英子 昭31家 矢嶋 健一 昭38建 西沢 公良 昭47定機 小池 弘子 昭62家 小澤 久美子 平10家
金井 かずえ 昭31被 山崎 公夫 昭38機 中沢 一博 昭48電 竹内 晋二 平元建 佐藤 千草 平10家
今井 勉 昭32機 関 義弘 昭39建 池田 良子 昭48家 土屋 孝一 平元電 高寺 知恵子 平11家
竹内 英一 昭32機 小山 幸子 昭39商 児玉 ひろ江 昭51商 西沢 洋一 平3建 半田 清孝 平12子
佐藤 ふじ子 昭32商 山越 好彦 昭40電 藤森 美恵子 昭52家 山本 邦昌 平3電 西澤 篤 平12定機
諸岡 和男 昭33建 宮島 千恵子 昭40家 小坂井 光明 昭54電 池田 哲也 平4建 山越 優香梨 平14建
内堀 正子 昭33商 竹内 直子 昭41家 山越 由利子 昭54商 山岸 雄一 平4機 片岡 太郎 平16商
高橋 ひさよ 昭33家 細谷 好一 昭42電 渡辺 美鳥 昭55家 小林 誠幸 平4電 宮島 歩 平18建
山岸 善武 昭34商 坂井 久男 昭42電 池田 浩明 昭56電 高橋 真由美 平4商 今井 夕貴 平21生
安藤 秀子 昭34家 市川 等 昭43機 長谷川 猛 昭58建 渡辺 三幸 平5商 花岡 潤一 平22機
関 昭彦 昭35機 片山 功夫 昭44建 上條 明美 昭58商 関 恵美 平5商

　□ 地域支部寄附（東部支部）
丸山 カヅエ 昭10本 小宮山 呉子 昭35家 中林 春江 昭41家 林 由美子 昭53家 滝沢 慶二 平6電
依田 ゆき 昭16本 宮島 紀世子 昭35家 飯塚 俊雄 昭42建 中村 実男 昭54建 村上 幸子 平6家
大塚 とも 昭18本 滝沢 喜和子 昭35家 宮下 京子 昭42家 宮坂 亮二 昭54機 伊藤 雅樹 平7電
竹田 輝子 昭19本 三戸部 謙吉 昭36機 赤地 優子 昭42家 内川 博 昭55電 瀧沢 正大 平8商
矢崎 朝子 昭24本 春原 宗明 昭36電 岩野 良子 昭43商 高橋 順子 昭56商 一ノ瀬 衣美 平8商
近藤 幹雄 昭26建 山浦 たみ依 昭36家 栗山 正子 昭44商 青木 正典 昭57建 菊池 沙織 平8商
荒川 正次 昭27機 岡部 通子 昭36家 児玉 知栄子 昭45家 青木 睦 昭57電 半田 英司 平10建
宮沢 徳 昭27家 滝澤 威 昭37商 小山 修典 昭46建 春原 茂 昭58電 黒岩 絹香 平10商
山岸 忠三 昭28建 三戸部 桂子 昭37家 矢野 実 昭47商 山崎 剛 昭59電 平澤 都 平13食
小宮山 智三 昭29商 石井 光子 昭38家 大塚 由利子 昭47商 北原 晴美 昭59商 塩沢 彩 平13生
青木 良子 昭29被 土屋 成正 昭39建 小池 弘明 昭49機 横尾 晶子 昭60家 一之瀬 晃 平14建
土屋 久子 昭30家 関口 幸助 昭39機 久保山 俊秀 昭49電 鴇沢 美恵子 昭61商 新井 美里 平14商
山岸 もと子 昭31家 伊藤 敏則 昭39電 加々井 仁 昭50電 伴野 智子 昭61商 塩澤 恵 平15商
保屋野 ゆり子 昭32家 小林 忠久 昭39商 柳原 悦子 昭50商 宮山 正敏 平2機 小島 京子 平15食
藤井 新平 昭34建 林 ます美 昭39商 中沢 稔 昭51建 小林 長巳 平2電 今井 亮平 平16機
下谷 よし枝 昭34家 青木 幸雄 昭40機 小池 園子 昭52商 武井 貴子 平2商 細田 萌 平17商
酒井 和子 昭34家 上林 一恵 昭40家 竹田 幸雄 昭53商 宮山 秀樹 平3建 青木 智弥 平22建
柳澤 規子 昭34家 田中 幸子 昭41家 原田 ゆう子 昭53商 道越 しず子 平4家 岩永 彩花 平26商
細谷 尚弘 昭35機 関口 サヨ子 昭41家

　□ 平成28年３月卒業生寄附
井出 智也 平28建 半田 美鈴 平28建 久田 和成 平28機 栁澤 拓也 平28子 細山 知貴 平28電
岩下 聖 平28建 深井 一真 平28建 松澤 賢知 平28機 山岸 大貴 平28子 松井 綾翼 平28電
魚住 和広 平28建 松山 隼平 平28建 宮入 拓哉 平28機 山極 智大 平28子 丸山 貴大 平28電
遠藤 亮太 平28建 水村 亮介 平28建 宮澤 聖也 平28機 山本 陸也 平28子 丸山 智也 平28電
荻原 陵志 平28建 四方 優弥 平28建 宮澤 春希 平28機 依田 直樹 平28子 宮原 優 平28電
小池 凱斗 平28建 渡邊 孝平 平28建 村上 弘志 平28機 岸田 和也 平28電 山岸 拓 平28電
小池 真利雄 平28建 朝倉 竜樹 平28機 渡邉 聖也 平28機 北村 直人 平28電 與川 和志 平28電
小宮山 凌 平28建 上原 敏幸 平28機 赤尾 晃大 平28子 倉嶌 佑太朗 平28電 石合 亜美 平28商
小山 哲平 平28建 加藤 皓平 平28機 和泉 亮汰 平28子 酒井 嘉希 平28電 今井 そよか 平28商
清水 聖矢 平28建 久保田 慧佑 平28機 上原 滉平 平28子 柴田 七絃 平28電 臼井 美里 平28商
須崎 大地 平28建 久保田 諒 平28機 熊木 海利 平28子 清水 啓吾 平28電 北澤 葉月 平28商
滝澤 聖也 平28建 小崎 洋暉 平28機 小金澤 亮 平28子 清水 絢葵 平28電 甲田 愛琴 平28商
田中 優司 平28建 齋藤 陸 平28機 佐藤 世称 平28子 白石 柊人 平28電 瀬下 あかね 平28商
寺島 夢多 平28建 竹村 征峻 平28機 塩入 友登 平28子 竹内 一真 平28電 竹内 彩花 平28商
長坂 知明 平28建 田尻 原 平28機 塚田 龍太 平28子 土屋 瑞樹 平28電 溜田 茉央 平28商
橋詰 瑛介 平28建 富井 大希 平28機 中曽根 拓巳 平28子 栃谷 直樹 平28電 手塚 綾 平28商
林 敬啓 平28建 中村 友昭 平28機 原田 就 平28子 中村 駿吾 平28電 堀場 有紀乃 平28商
原 紅葉 平28建 畠中 勇輔 平28機 深井 洋太朗 平28子 西澤 洸哉 平28電 増田 琴美 平28商
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宮下 彩音 平28商 山﨑 美紀 平28商 土屋 瑞希 平28食 甲田 優姫乃 平28生 山浦 千衣里 平28生
宮下 彩乃 平28商 井出 雅大 平28食 堀内 由香里 平28食 小林 史苑 平28生 山崎 あすか 平28生
矢嶋 美鈴 平28商 魚住 咲稀 平28食 間島 万裕 平28食 佐藤 綾音 平28生 山㟢 雄一 平28生
栁澤 綾音 平28商 薄井 詩織 平28食 山崎 達寛 平28食 竹内 奈央 平28生 渡邉 真衣 平28生
山岸 陽香 平28商 神津 香織 平28食 渡邊 美澪 平28食 津山 美咲 平28生 大井 慶悟 平28機定
山崎 郁花 平28商 清水 綾乃 平28食 大河内 一妃 平28生 牧内 香奈 平28生 田中 剣人 平28機定
山﨑 美香 平28商 清水 彩花 平28食 北村 京香 平28生 栁澤 真友香 平28生 本間 祐伍 平28機定

　□ 篤志寄附（一般）
十二日会（昭50建） 浦野 喜芳 昭50建 清水 高市 昭50建 長井 重雄 昭50建 松本 宗穂 昭50建

浅川 健司 昭50建 大井 広一 昭50建 多田 家定 昭50建 祢津 敏行 昭50建 宮沢 正博 昭50建
　※その他に、匿名として３名の方から寄附を頂きました

　□ 平成27年度　職員
柴田 修身 小池 裕也 清水 高市 吉澤 豊文 小坂 峻
村松 義晴 小林 伸久 関 磨子 荒川 昇 征矢 理啓
鈴木 道穂 滝澤 伸子 土屋 博一 小西 睦生 知久 朱美
小林 純一 宮島 怜子 西原 巧 田中 昌志 茨木 洋美
岩下 広和 新井 利尚 宮下 祐二 檀原 弘俊 仁木 邦彦
土屋 正明 北村 洋章 青栁 隆志 藤木 芳房 佐藤 光雄
中澤 祐太 細田 健司 石島 康則 山崎 梨乃 植松 みのり
河合 祐三 山下 晃広 今井 立 北島 敏宏 小松 昭雄
小林 正憲 上原 晴人 大矢 善和 田中 和洋 土屋 精二
近藤 辰郎 臼田 敏隆 小池 昌信 中澤 涼子 三浦 和敏
関谷 将司 川合 敬司 児玉 幸靖 山浦 恵美子 山口 ゆり
佐藤 誠 佐々木陽子 塩田 猛 飯島 美穂子 宮尾 勝雄
長谷部 研一 細川 智子 須江 繁征 石坂 寿子 深井 真
藤澤 重彦 近藤 泰子 長岡 哲郎 鷲見 克江 鳥海 美津子
安尾 光 小林 康光 中村 正彦 中村 奈保子 南波 ひろみ
尾澤 柳子 佐原 実 山口 英明 原山 恵美子

　□ 旧職員
片山 幸子 鮎沢 亨 小井土 基博 北澤 仁一 竹内 久美子
片岡 信代 奥村 浩久 坂口 浩 矢島 淳子 神林 務
中沢 貞夫 森泉 透 吉原 弘隆 飯島 彦太郎 野田 昌子
宮澤 英子 永井 昭雄 滝沢 保幸 宮島 範雄 牧内 正則
折井 幸雄 山極 俊一郎 小林 大祐 伊藤 雅章

　□ 平成27年４月入学生（８名）、平成28年４月入学生（278名）より協力金を頂きました

同窓会員の皆様には、募金委員がまいりましたら、
創立100周年記念事業を成功させるため、ご寄附のほどよろしくお願い致します。

今年度は「支部における募金活動」を強化してまいります。
支部の募金方法は、支部長を選出し、その下で、募金委員を決め、

募金委員が同窓会員宅を回り寄附を集めます。

【すでに支部長の下で説明会が開催され、募金活動が終了または募金中の支部】

豊殿、真田町長、神川、東部、神科

【支部長が選出されていますが、説明会が開催されていない支部】

川辺・泉田、東塩田、中塩田、西塩田、別所温泉、真田町傍陽、武石

【未組織の支部】

東部、中央、北部、西部、城下、塩尻、川西、丸子、真田町本原、
東御市、長和町、坂城町、青木村

※未組織の支部は、今年度中に支部長を選出し、募金活動に入れるように致します。


