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　□ 篤志寄附（企業）
㈱デンセン ㈱アオヤギ印刷 しなのメイト㈱ ㈲横林薬局 ㈱ヤナギダ
アネックス
インフォメーション㈱

㈱フロンティア 上田女子短期大学 宮越建築 フローリスト桜屋
ミネベアミツミ㈱ 信越電線㈱ 上田交通㈱ ㈲金子実業

工房おおかわ ㈲ほほ笑み介護支援
センター

ホロン販売（株） 上田自動車学校 ㈱共栄建設
日精エー・エス・ビー機械㈱ （株）赤坂 窪田建設㈱ 住友生命サンライン支部
竹花工業㈱ 矢吹正浩税理士事務所 渋沢電設㈱ 石森㈱ ㈱ノッズ
㈱カヤマ ㈲川島モータース 小柳産業㈱ ㈲渡辺看板店 若林芳男税務会計事務所
中川電気工業㈱上田営業所 八十二銀行三好町支店 寿製薬㈱ コムパックシステム㈱ 中嶋精工
㈱ニッケン 東京特殊電線㈱ ㈱丸二 ㈱ホシバ 清沢自動車
㈲和晃 ㈱日広 ㈱エイト ㈱栗木組 ㈱タツノ
㈱カワベ工業 大北商事㈲ ㈱日広

　□ 篤志寄附（団体・個人）
昭和33年卒同期会 昭和34年 機械科卒業 伊東 秀夫 昭34機 小池 荘市 昭34機 中村 宗隆 昭34機
昭和49年卒同窓生有志 青木 秀朋 昭34機 漆原 利夫 昭34機 小林 悦治 昭34機 西沢 久慶 昭34機

池内 寿彦 昭34機 北住 繁忠 昭34機 中村 英介 昭34機 山岸 征男 昭34機
　□ 個人寄附
有賀 さかえ 昭19本 小林 かね子 昭27被 黒岩 運平 昭31建 杉浦 康之 昭33機 竹原 紀雄 昭35建
井澤 光代 昭20本 上原 隆希 昭28建 荻原 登 昭31機 茂木 勝治 昭33機 松尾 栄 昭35建
清水 幸江 昭23本 唐澤 良忠 昭28機 嘉門 和美 昭31機 山下 忠正 昭33機 織原 正樹 昭35機
林 幸代 昭23本 赤池 今朝男 昭28商 村上 誠治 昭31機 高橋 五三夫 昭33機 小松 繁夫 昭35機
臼田 やす 昭23本 石原 傳三 昭28商 山口 忠男 昭31機 松井 栄四郎 昭33機 竹花 克美 昭35機
佐藤 幸子 昭24本 小宮山 久子 昭28被 横沢 義雄 昭31機 山崎 弘量 昭33機 橋本 隆 昭35商
滝沢 美枝 昭2補 古市 永年 昭29機 池畠 梅子 昭31商 北川 量三 昭33商 増田 寿男 昭35商
佐々木 佐和子 昭16補 茅野 敬子 昭29商 滝沢 俊治 昭31商 関口 庸一 昭33商 武捨 尚 昭35商
若林 とき子 昭17補 吉久 今朝和 昭29商 鹿田 幸子 昭31家 依田 美子 昭33商 安田 尚 昭35商
島川 峯子 昭22専 伊沢 文子 昭29商 奥田 幸司 昭32建 矢島 恵美子 昭33商 杉村 房枝 昭35家
竹中 正知 昭20建 猪飼 礼子 昭29商 西澤 和己 昭32建 市川 孝子 昭33家 渡辺 紀子 昭35家
清水 自助 昭20商 滝沢 富子 昭29家 川上 喜之 昭32機 鮎沢 美佐子 昭33家 村田 明子 昭35家
斉藤 清吾 昭23機② 小池 順子 昭29家 太田 周 昭32機 林 静子 昭33家 河野 明子 昭35家
青木 紀八 昭24併 小糸 洋子 昭29家 飯島 延雄 昭32商 朝日 松美 昭33家 竹内 正行 昭36機
久家 良 昭24家 内山 理恵子 昭29家 神林 光良 昭32商 大柄 善子 昭33家 中田 一雄 昭36機
丸山 昇一 昭25建① 翠川 貞代 昭29被 中川 清 昭32商 黒坂 玲子 昭33家 三浦 高 昭36機
笠井 好和 昭25建② 朝日 政芳 昭30機 森 義男 昭32商 井上 里子 昭33家 林 幸一 昭36機
宮下 要 昭25機 海瀬 弘司 昭30機 栁澤 文子 昭32商 白石 洋一 昭34建 平田 東 昭36機
柄沢 哲 昭25機 増田 善昭 昭30機 小林 重利 昭32商 高橋 弘 昭34機 柿崎 峰雄 昭36電
西沢 菜句代 昭25家 小林 憲久 昭30商 塚田 昌司 昭32商 黒沢 宣夫 昭34機 栗内 公人 昭36電
久保 みつ子 昭25家 高橋 清子 昭30商 上ノ山 勝信 昭32商 塚田 栄治 昭34機 甲田 利廣 昭36電
小塩 寿夫 昭26機 髙井 忠史 昭30商 久松 浩子 昭32商 石原 忠義 昭34商 春原 宗明 昭36電
松尾 道雄 昭26機 山崎 光夫 昭30商 緑川 直子 昭32家 児玉 昱夫 昭34商 藤巻 敬士 昭36電
福原 敏子 昭26家 藤井 幸代 昭30家 佐藤 勝枝 昭32家 土屋 作雄 昭34商 松木 重男 昭36電
児玉 文也 昭27機 中沢 満喜子 昭30家 饗場 喜光 昭33機 山辺 頼一 昭34商 干川 今朝好 昭36商
清水 祐一 昭27商 小林 貞子 昭30家 倉島 辰吉 昭33機 斎藤 保江 昭34商 堀口 和徳 昭36商
木内 かず子 昭27商 井沢 正夫 昭31建 小山 功 昭33機 堀内 紀美子 昭34家 岡 和代 昭36家
谷田 洋子 昭27家 金井 文雄 昭31建 霜村 信一 昭33機 倉沢 光英 昭35建 髙橋 文枝 昭36家
早乙女 俊子 昭36家 堀場 和彦 昭40建 東方 秀子 昭42商 宮川 隆一 昭47建 石井 富美一 昭59機
内川 勝夫 昭37機 大木 修二 昭40機 大野 年司 昭43建 久保田 良子 昭47家 小山 泰英 昭59電

募金総額　60,118,076円（平成30年３月31日現在）　　　（平成29年６月１日～平成30年３月31日まで  15,879,576円）
補助金 篤志寄附 個人寄附 地域支部 企業支部 その他

件　数 2件 231 件 1,626人 1,957人 254 人 1,229 人
募金額 5,550,000 円 19,150,000 円 15,982,000 円 8,988,500 円 1,947,000 円 8,570,576 円

　同窓生の皆様におかれましては暑さ厳しき候、益々ご清栄の事と拝察申し上げます。常日頃より母校の教育活動に対し格別のご高配を
賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本校は昨年、創立100周年の記念すべき年を迎える事が出来ました。この間に卒業された同窓生は
28,000名を超え、それぞれの同窓生は本校の質実剛健の校風を培いながら一層己を磨くことに努め、各々の活躍は地域はもとより国内
外に及び、その多大な貢献に対し各所から大きな注目と称賛を戴いています。また、学校の教育環境が年ごとに整備される中、在校生が
生き生きと熱心に勉学に諸活動に励んでいます。これも偏に母校に思いをお寄せ戴く同窓生方のご支援の賜と衷心より感謝申し上げます。
　100周年の記念事業に当たっては、今日の時代に即応した学習環境の一層の充実を図る事業を中心に捉え、事業展開をして参りました。
事業遂行に当たっては6,500万円の計画予算を立て、平成26年から寄附活動を開始し本年３月末日を以て終了と致しました。この間、卒
業生はじめ関係する多くの方々の賛同を得ることができ、お陰様で寄附金及び収益事業(太陽光発電売電事業)により予定した事業費を確
保、計画した事業を全て無事実施することができました。(記念誌は10月に完成予定)
　教育環境の充実により在校生の愛校心も更に高まり、本校が益々学舎らしい学舎として発展してくれるものと確信しています。このよ
うに実のある100周年記念事業が実施でき、本校の名を大きく知らしめることができたのも、全て本校に心をお寄せ戴く卒業生の皆様の
ご協力の賜である事に、言葉には言い表せない感謝を込めながら改めて心からの御礼を申し上げさせて戴きます。本当にありがとうござ
いました。終わりに同窓生の全ての皆様方のご健勝を心よりお祈り申し上げ、挨拶と致します。

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④
（平成29年６月１日～平成30年３月31日までの期間にご協力いただいた方）

　□ 補助金（市町村）
東御市 長和町 坂城町

〈お詫びと訂正〉
　昨年の会報31号に掲載されました「募金芳名簿」につきまして、７名の皆様の御芳名が掲載されませんでした。
　実行委員会として深くお詫び申し上げ、訂正致します。７名の皆様は次の方々です。（敬称は略させて頂きます）    
　・小林 務（昭32建）　・小林 昌子（昭32家）　・滝沢 幸子（昭33家）　・滝沢 一恵（昭58商）　・白井 百合子（昭63商）　・小野澤 豊（平４電）　・中村 秀樹（平７電）
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堀口 亮一 昭37機 佐藤 幸義 昭40機 小林 生知 昭43建 瀧澤 和江 昭47家 斉藤 弥史 昭60建
滝澤 春夫 昭37機 矢嶋 重興 昭40機 清水 明 昭43電 山岸 敬和 昭48機 閏間 俊文 昭60機
秋山 武三 昭37電 山本 栄一 昭40機 村田 健二 昭43商 関 茂樹 昭48電 好沢 伸吾 昭60機
椙山 征夫 昭37電 今地 輝武 昭40電 山辺 恵美子 昭43商 間島 博幸 昭48電 宮沢 明男 昭61電
鳴沢 敏夫 昭37電 荻原 三男 昭40電 小田 政江 昭43商 小井土 よしみ 昭48商 三井 勝 昭62機
堀内 力 昭37電 沓掛 昇 昭40電 桜井 さち子 昭43商 菊池 市三郎 昭49建 手塚 善文 昭62電
柳沢 宗一 昭37電 窪田 登 昭40電 若林 和子 昭43家 神田 鎮造 昭49機 加藤 淳子 昭62家
柳沢 大作 昭37電 小林 猛 昭40電 飯島 久子 昭43家 熊谷 肇 昭49電 清水 健二 昭63機
相原 四郎 昭37電 清水 貢 昭40電 片岡 誠一郎 昭44機 宮澤 政美知 昭49商 箱山 健治 平元建
内田 凱久 昭37電 冨田 隆義 昭40電 中沢 茂夫 昭44機 岩山 ゆみ子 昭49商 飯島 健二 平元機
春日 芳徹 昭37電 笹沢 幸司 昭40電 寺島 芳雄 昭44機 斉藤 るり子 昭49商 宮崎 智成 平元電
小市 宏幸 昭37電 山崎 治 昭40商 宮下 武 昭44機 清水 きよみ 昭49商 石原 恵美子 平元商
中山 英機 昭37電 小林 保子 昭40商 辰野 守 昭44電 山崎 美代子 昭50建 一之瀬 阿由実 平2建
馬場 武海 昭37電 青木 けさ子 昭40商 倉澤 澄人 昭44電 花岡 栄治 昭50建 唐沢 美栄 平2商
若林 邦彦 昭37電 永山 道子 昭40家 伊藤 隆司 昭44電 小林 謙太郎 昭50機 田口 卓也 平3建
内海 勝利 昭37商 倉石 富子 昭40家 倉島 新二 昭44電 花見 邦俊 昭50機 峯村 正典 平3機
坂口 英一 昭37商 宮島 英樹 昭41建 小松 一美 昭44電 山﨑 豊 昭50機 細野 博利 平3電
吉池 勝子 昭37商 沓掛 博幸 昭41機 西沢 伸一 昭44電 小林 正 昭50機 玉井 智恵美 平3家
河合 容子 昭37商 小林 俊一 昭41機 堀内 静子 昭44商 春原 文夫 昭50機 池田 哲也 平4建
櫻井 孝子 昭37商 堀内 則男 昭41電 南 民恵 昭44家 室賀 宗子 昭50商 加藤 誠 平5電
美斉津 はる 昭37商 沓掛 忠人 昭41電 唐澤 正幸 昭45建 栁沢 昌久 昭51電 山宮 徹幸 平6建
柴崎 とめ子 昭37家 中山 卓 昭41電 永井 誠司 昭45建 山本 和明 昭51電 薩田 純平 平7建
石井 玲子 昭37家 降旗 次男 昭41電 増田 邦男 昭45建 三井 広次 昭52建 内川 寛 平7機
芳川 智恵 昭37家 林見 芳男 昭41電 南波 健一 昭45機 池田 敏郎 昭52機 西川 諭 平12機
三井 光弘 昭38建 六川 槇弥 昭41電 金井 栄三 昭45電 松沢 正一 昭52電 海野 久美子 平12商
宮崎 央三 昭38建 山口 良子 昭41商 宮原 卓夫 昭45電 荒井 はるみ 昭52家 滝沢 陽介 平13電
依田 儀明 昭38機 林 美子 昭41家 山越 秀人 昭45電 宮沢 清 昭53建 清水 由香利 平15食
小林 栄 昭38機 西川 セツ子 昭41家 滝沢 恵一 昭45電 坂口 和生 昭53電 宮原 健太 平16生
島田 正雄 昭38機 山浦 直子 昭41家 真行寺 たか子 昭45商 久保田 照幸 昭53電 清水 敦 平18電
高野 栄昭 昭38機 箕輪 ひさ子 昭41家 富士谷 祐子 昭45商 宮沢 幸子 昭53家 中田 瑛 平18電
宮原 洋一 昭38機 坂田 緑 昭41家 若林 良子 昭45商 塚田 泰裕 昭54機 久保田 和洋 平19建
斎藤 道久 昭38電 石井 悦子 昭41家 荒井 雪枝 昭45商 荻原 健人 昭54電 釜谷 鷹 平22子
韮沢 義一 昭38商 瀬在 武彦 昭41定機 浅沼 博子 昭45商 川俣 万利子 昭54家 間島 智成 平22子
小林 邦子 昭38家 窪田 耕一 昭42建 岩渕 巻子 昭45商 内田 由美子 昭54家 久保田 慎也 平22電
小山 富貴子 昭38家 小西 茂雄 昭42機 塚田 典子 昭45家 宮尾 修次 昭54定機 片岡 友美 平22食
柳沢 学 昭39建 六川 泉 昭42機 清水 恵子 昭45家 曽我部 豊 昭56電 増澤 龍之介 平22定機
市川 薫 昭39機 沓掛 忠三 昭42機 中村 寿恵 昭45家 井出 庄一 昭57建 堀内 友斗 平26建
内堀 三男 昭39機 脇坂 敏夫 昭42機 林 正道 昭46機 林 辰幸 昭57建 山岸 拓 平28電
木内 篤 昭39電 海野 義元 昭42電 髙橋 英雄 昭46機 川久保 衛 昭58建 比田井 里美 平28食
一之瀬 敬 昭39電 関 貴和夫 昭42電 武井 久夫 昭46機 中村 毅雄 昭58建 大井 慶悟 平28機定
大井 晃三 昭39電 田中 透 昭42電 関 康彦 昭46電 堀内 吉晴 昭58機 橋詰 丈慶 平29子
飯島 忠男 昭39商 市川 栄一 昭42電 山部 一巳 昭46電 村松 隆 昭58機 倉島 尚道 平29電
沓掛 せつ子 昭39商 若林 正徳 昭42電 滝沢 一子 昭46家 傘木 聖 昭58電 高橋 来希 平29電
榎戸 節子 昭39家 柳澤 量一 昭42電 秦 道子 昭46家 小松崎 誠 昭58電 中村 優希 平29生
川合 律子 昭39家 近藤 光 昭42商 花岡 博子 昭46家 春原 正実 昭58電 閏間 春葉 平29機定
武田 房子 昭39家 荒井 眞由美 昭42商 北川 清人 昭47建 花岡 民子 昭58家 竹村 克哉 平29機定
花岡 富雄 昭40建

　□ 地域支部寄附（東部支部）
塩沢 礼子 昭30家 岡崎 毅 昭35建 小林 理恵 昭59商 瀧沢 正大 平8商 白鳥 新二郎 平19電
宮下 松尾 昭31機 近藤 良一 昭45定機 中島 真 昭63商 瀧澤 紀大 平15建 新津 貴大 平21電

　□ 地域支部寄附（北部支部）
閏間 武夫 昭31商 塚田 実 昭38電 岩下 雅子 昭40家 木村 よう子 昭47家 渡辺 雄一 昭59機
斉藤 喜代子 昭32被 三宅 辰子 昭38家 滝沢 君江 昭41家 平林 和浩 昭53機 岡田 直幸 平6子
峰村 きよみ 昭33家 塩沢 美佐子 昭38家 浅野 今朝人 昭42電 岡田 良明 昭53電 竹田 恵 平9家
塩谷 明子 昭33家 保坂 君代 昭38家 関森 弘子 昭46商 林 文彦 昭55機 中沢 倫世 平16食
西 良枝 昭36商 田中 美枝子 昭39商 大熊 登美子 昭46商 松林 憲親 昭56機 若林 輝 平21建
鈴木 昌博 昭37商 木村 嘉雄 昭40建 宮澤 要 昭47機 友部 育夫 昭58機 間宮 郁明 平23機

　□ 地域支部寄附（西部支部）
山崎 さち 昭17本 斉藤 和江 昭36商 成沢 八重子 昭43家 滝澤 彰子 昭54家 柳沢 光貴 平8電
土屋 はつ 昭23本 池田 香代子 昭38家 内堀 由紀夫 昭44建 関谷 隆夫 昭55建 池田 彩子 平8家
滝村 良江 昭23本 山岸 玉江 昭38家 小宮山 由美 昭44家 山口 幸夫 昭55機 丸山 文子 平8家
熊木 秀男 昭25機 小林 茂 昭39機 滝沢 道子 昭44家 関 正喜 昭56電 戸谷 紳一 平10子
丸田 恭子 昭26家 土屋 康雄 昭39機 田村 英子 昭45商 早川 かつえ 昭57商 新井 理 平10電
泉 澄俊 昭27商 西澤 益枝 昭39家 松井 はるみ 昭45商 斉京 稔 昭59電 小市 めぐみ 平10家
青木 繁雄 昭29商 矢島 隆 昭40機 山本 麻利子 昭45商 坂場 由紀美 昭59商 梁島 絵美 平11家
小林 雅子 昭29家 太田 芳枝 昭40商 土屋 栄子 昭45家 堀口 よし江 昭59家 青木 祐子 平16生
宮沢 永子 昭31家 遠山 洋子 昭40家 北村 幸一 昭46建 水谷 悟 平元子 新井 恵利子 平20商
小林 怜子 昭32家 馬場 民子 昭40家 柏原 岩雄 昭46電 春原 隆 平3電 竹花 太輝 平21商
堀場 勝椰 昭33建 古澤 耕一 昭40定機 外川 末子 昭46家 中畑 由美 平3家 吉池 優 平23電
比田井 佳子 昭34商 須貝 直好 昭41建 岩砂 昭雄 昭47電 星沢 佐緒理 平5商 町田 直紀 平24電
田中 峯子 昭34家 太田 一夫 昭41機 佐藤 好彦 昭48機 湶 千絵 平5家 竹花 葵 平24商
東 博子 昭34家 塚田 一夫 昭42建 佐藤 明志 昭49建 滝澤 大 平6建 早川 佳代 平24生
田中 実 昭35機 滝澤 みどり 昭42家 土屋 荘一 昭50機 片山 由紀 平6家 吉山 瞭 平26建
吉沢 芙紗子 昭35商 砥石 美弥子 昭42家 吉山 千治 昭52建 滝澤 正宏 平7子 大井 祥寛 平26機
高橋 節江 昭35家 松尾 佳子 昭42家 花岡 みき子 昭52家 岩下 真理奈 平7商 椎塚 諭 平26商
山本 芳蔵 昭36機 滝沢 英幸 昭42定機 関 さつき 昭52家 三浦 敦子 平7家 斉京 直輝 平27建
坂下 守良 昭36電 倉沢 文子 昭43商



芳名簿 3

　□ 地域支部寄附（中央支部）
須藤 浩男 昭26建 母袋 貞子 昭42商 小林 節子 昭45家 甲田 信貴 平8機
城田 忠房 昭34商 二宮 孝子 昭43商 須藤 浩之 昭61電 近藤 洋子 平13食

　□ 地域支部寄附（塩尻支部）
中村 麗子 昭27家 小林 正和 昭38商 宮原 明美 昭45家 佐藤 章 昭54機 小須田 美佐恵 平2商
小林 憙志子 昭32家 滝澤 洸二 昭39商 滝之入 節子 昭46家 羽田 博志 昭54電 小林 千恵子 平5商
飯島 延雄 昭32商 滝之入 元子 昭39商 宮原 健二 昭48機 吉池 裕司 昭55電 小林 寛 平7子
緑川 宏子 昭34商 田邉 基子 昭41家 滝沢 万巳 昭49家 小林 義幸 昭57機 小林 豪 平8建
五井 好子 昭34家 西川 セツ子 昭41家 宮崎 詔三 昭49定機 小林 哲美 昭58機 関 みゆき 平8家
清水 嘉男 昭35機 小林 広実 昭42機 屋ケ田 美江 昭50商 宮崎 典子 昭58商 田邉 亜矢子 平9商
木下 幸江 昭35商 松井 重憲 昭43電 宮崎 修一 昭51機 宮崎 恵美 昭60商 佐藤 由美恵 平11家
花村 広子 昭35家 春原 幸子 昭43商 中島 久典 昭52電 高橋 弘市 昭62機 西川 諭 平12機
小林 健夫 昭37電 相場 たみ 昭44家 瀬畑 澄子 昭52商 田中 和美 昭62商 小林 渉 平14子
小林 とし子 昭37家 村田 美代子 昭45商 関 裕子 昭53家 久保山 博 平元子

　□ 地域支部寄附（川辺支部）
山崎 勝人 昭27建 堀 和晃 昭36機 高橋 芳夫 昭43電 宮崎 美水 昭50家 中島 みずき 平5家
深井 仁子 昭27家 永井 貞夫 昭37機 丸山 繁 昭44機 清水 康子 昭51商 千野 佐智子 平5家
中沢 正子 昭30家 洞田 和夫 昭37電 成沢 一美 昭44電 田玉 将則 昭53機 伊藤 和也 平7機
堀内 尊善 昭31機 千野 盈靖 昭38商 堀内 幸子 昭44商 中沢 浩昭 昭54機 丸山 美吹 平7商
高山 猛雄 昭31機 両沢 彰子 昭38家 高橋 裕子 昭44家 星野 正好 昭54機 洞田 佳枝 平7家
宮崎 利子 昭31被 中山 寛義 昭41機 吉池 雅美 昭46商 土屋 悦子 昭59商 荒井 武 平7定機
山崎 敏子 昭31被 池内 昭夫 昭41機 清水 君子 昭46家 胡桃沢 栄二 昭60電 木内 真由子 平8商
山浦 美恵子 昭31被 手塚 君江 昭41家 北沢 佐代子 昭48商 森 勝弘 昭61電 矢澤 志保 平8商
金井 建三 昭34機 伊藤 公平 昭41定機 丸山 洋子 昭48家 森 重美 平元家 洞田 知佳 平9家
渡辺 朝子 昭34家 関 文明 昭42建 滝沢 ひろ子 昭49家 三井 純一 平5機 田玉 友美 平14生
宮下 弘子 昭34家 松崎 明 昭42機 寺島 幸弘 昭50機 滝澤 伸之 平5子 小口 雅人 平19電
丸山 健二 昭35商 依田 誠 昭42電 堀内 澄子 昭50商

　□ 地域支部寄附（神川支部）
竹田 善洸 昭34建 中村 公子 昭41家 角龍 喜久男 昭61電 林 登紀子 平5商 近藤 千恵 平15商
橋本 戦 昭37電 斉藤 なを子 昭43商 田澤 美由紀 昭61商 宮澤 寿 平7機 中村 太地 平18機
古川 政英 昭37商 内堀 由美子 昭49商 岩船 節子 昭63家 稲葉 三恵 平10建 渋沢 彩花 平22商
湯田 雄三 昭37商 石江 良一 昭50機 上原 正裕 平4定機 森 敦章 平11機 林 史也 平22定機
堂腰 一男 昭40定機 坂田 憲一 昭56機

　□ 地域支部寄附（神科支部）
滝沢 喜代枝 昭29家 真砂 みち子 昭35家 渡辺 幸治 昭43電 中島 隆司 平5子 山田 愛 平8商
中村 英介 昭34機 三原田 武昭 昭38商 谷口 和子 昭53家 中村 薫 平5定機 岡田 晃信 平10子
中村 賀代子 昭34家 青木 保夫 昭39電 中村 亮介 昭62電 中島 吉幸 平7電 西牧 寛哲 平12電
伊藤 隆子 昭35商 山崎 仁平 昭41機 岡田 亮一 平3機 細谷 則仁 平8電 鈴木 綾 平17商
小林 紀子 昭35商 岡田 まち子 昭41商

　□ 地域支部寄附（東塩田支部）
小林 のぶ子 昭28家 林 益雄 昭43電 宮沢 公人 昭52電 窪田 佳子 平2商 干場 ゆかり 平20子
長沢 哲子 昭33商 関田 保雄 昭44機 松崎 秀男 昭52電 上柳 滝矢 平3機 加藤 良平 平20電
山部 豊子 昭33家 西川 三男 昭44機 石合 一哉 昭53建 林 美智子 平3商 林 奈緒美 平20食
小林 善幸 昭34機 綱島 則子 昭44商 金沢 澄夫 昭53電 小林 繁紀 平4電 松屋 進悟 平21子
塩入 好子 昭34家 林 節枝 昭44商 山崎 章子 昭53商 渡辺 静恵 平4商 峯村 紳吾 平21電
滝沢 英敏 昭35商 坂口 みつ子 昭44家 山本 哲男 昭54機 林 修 平5電 五反田 浩二 平21定機
林 房子 昭35商 西川 義嗣 昭45機 武田 義徳 昭54電 高橋 慎二 平5電 林 知樹 平21定機
金沢 玲子 昭35家 龍野 憲蔵 昭45電 伊藤 克彦 昭55機 塩入 史明 平6子 宮澤 達弥 平21定機
古田 捷子 昭36家 武田 雅子 昭45商 原 雅枝 昭55家 伊藤 信豊 平7建 林 さつき 平22食
高野 秀子 昭36家 真壁 隆樹 昭47機 柳沢 伸吾 昭56機 五十嵐 明彦 平8機 竹之内 涼平 平23建
手塚 紀子 昭37家 滝澤 博志 昭47電 新田 和美 昭56商 林 一博 平9電 皆瀬 直樹 平23子
吾妻 博夫 昭39機 竹花 弘二 昭48機 本房 健 昭60電 林 美穂 平9商 小池 優 平23食
伊藤 利孝 昭39電 田口 公義 昭48電 依田 正彦 昭61機 關 克之 平10建 宮原 理沙 平23食
小林 しげ子 昭39家 細谷 和俊 昭48電 林 健一 昭61電 北原 純裕 平10電 青島 淳 平23定機
林 隆義 昭40建 荒井 一美 昭48商 林 文恵 昭61家 干場 文孝 平13機 芳池 望美 平24商
林 寛 昭40機 干場 一枝 昭49商 武田 裕之 昭62機 竹花 紳吾 平14電 新田 泰祐 平24生
花岡 道訓 昭40電 荒井 茂子 昭49家 工藤 浩生 昭63子 林 昌智 平14電 町田 涼 平25子
小平 きみ子 昭40商 石合 敏夫 昭50定機 林 則高 昭63電 真壁 健 平15機 北原 薫 平26電
峰村 ちい子 昭41家 南條 恒 昭50定機 古田 岳史 昭63電 塩入 智恵 平16商 源河 大 平27商
峯村 友子 昭41家 牧内 稔 昭51電 浜 芳朗 平元建 干場 みなみ 平17商 滝澤 翔太 平27商
青島 節子 昭42商 原 正人 昭51定機 元木 明美 平元家 伊藤 裕美 平18商 林 美愛 平28生
尾島 利夫 昭43建 室賀 寛一 昭52建 青木 盛也 平元定機 吉川 光星 平19電 若林 三枝子 昭45家
竹花 信一 昭43機 長沢 万寿夫 昭52機 峯村 みゆき 平2商 吉川 由香子 平19食

　□ 地域支部寄附（西塩田支部）
召田 満子 昭19本 芳坂 正雄 昭39電 吉池 敏明 昭47電 吉野 みゆ紀 昭58家 宮澤 真二 平10電
竹内 功 昭26建 小林 広幸 昭39商 重田 ふみ子 昭47家 斎藤 陽一 昭61建 丸山 博子 平10商
鷲原 悟 昭27建 滝沢 章一 昭40機 竹内 利子 昭48商 荒井 剛 昭62電 宮澤 郁昌 平11子
黒坂 文子 昭27家 竹内 晃 昭40商 山極 みすず 昭49家 保科 栄一 昭62電 林 裕二 平12建
竹内 伊久子 昭27家 樋口 章子 昭40家 前川 恵子 昭49家 大口 公 昭63子 滝澤 剛志 平12子
市村 武彦 昭30建 斉藤 富美枝 昭40家 中沢 あや子 昭50商 原田 祥男 平3建 平澤 健司 平12電
吉田 はま 昭30商 中沢 たか子 昭40家 山下 澄子 昭51商 曲尾 茂 平3機 佐々木 奏子 平12商
安藤 孝子 昭30家 大口 富美子 昭40家 竹内 寿恵 昭51家 大家 栄一 平3子 市村 和重 平14建
福沢 佳子 昭31家 金澤 ふみ枝 昭43商 坂本 英二 昭52機 福沢 真司 平3電 長坂 幸世 平14生
斉藤 博 昭35機 石川 ます美 昭44商 小松 正晴 昭52電 大家 晴美 平3家 箱田 隼人 平15商
吉田 範夫 昭35機 岡田 けさ三 昭44家 竹下 秀幸 昭52電 竹下 啓司 平4電 小林 秀樹 平16建
荒井 文子 昭35家 滝沢 一郎 昭45機 小山 茂行 昭52商 桜井 瑞恵 平4家 吉原 信一 平16建
春原 昌宏 昭36電 重田 今朝道 昭45電 小林 やよい 昭53家 宮下 優子 平5商 武田 史穂 平22食
宮沢 敏子 昭36商 宮澤 京子 昭45商 市村 けい子 昭53家 丸山 裕治 平7電 瀬川 修平 平25電
鈴木 康 昭36家 宮沢 孝一 昭46機 木藤 二三 昭54機 安藤 祐一 平7定機 福澤 佑哉 平26電
小池 冨士子 昭37家 斉藤 和子 昭46家 竹内 隆司 昭56電 宮下 章彦 平8建 池田 彩夏 平27商
芳坂 千鶴子 昭38家 羽田 明 昭47建 鷲原 実 昭58建 石井 孝宜 平9電
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　□ 地域支部寄附（川西支部）
真島 和吉 昭41定機 成沢 善吉 昭42電 前山 一夫 昭49電 白鳥 武彦 昭49電 水沢 方志 昭50商

　□ 地域支部寄附（真田町本原支部）
金井 弘 昭32家 春原 恵子 昭43商 飯島 泰明 昭49建 坂口 浩 昭54電 常田 美紀 平元商
原 邦子 昭33家 塩沢 幸子 昭43家 坂本 孝子 昭49商 荻原 優子 昭54家 高寺 悟 平2建
小林 つや子 昭34商 中村 弘子 昭44家 岡本 さと子 昭49商 中村 富二男 昭55電 飯島 設夫 平3建
高寺 義雄 昭35商 荻原 繁子 昭44家 土屋 良子 昭49商 高寺 初美 昭55商 神林 路人 平3機
立川 靖雄 昭35商 神林 武美 昭45機 本田 寿子 昭49家 清水 浩子 昭56商 小林 功未子 平4商
荒井 忠昭 昭36建 倉島 文夫 昭45電 小林 敏彦 昭50機 若林 和子 昭56家 飯島 智子 平5建
山崎 寿雄 昭37機 丸山 崇子 昭45家 峰村 ひさ江 昭50商 高寺 和博 昭57電 清水 純子 平6建
常田 麗子 昭37商 若林 元女 昭46商 横沢 すみい 昭50家 高寺 明彦 昭58電 高寺 匠 平8建
飯島 邦夫 昭38電 横沢 礼子 昭46商 高寺 貞美 昭50定機 坂口 三雄 昭59機 清水 泰明 平8電
岩下 寿子 昭40家 横沢 一枝 昭47家 柳澤 勲 昭51機 坂口 康士 昭59機 中村 栄一 平11機
倉島 郁子 昭40家 塩崎 利夫 昭48機 滝沢 尚子 昭51家 横沢 幸江 昭59商 川上 和之 平13電
高寺 初子 昭40家 横沢 守男 昭48電 横沢 美智夫 昭52機 高寺 修一 昭60電 山本 麻実 平14生
深沢 朗 昭41建 高寺 一夫 昭48電 関口 孝子 昭52家 桜井 孝行 昭60電 倉島 健 平15子
宮崎 久 昭41電 太田 昌子 昭48商 小林 光子 昭52家 小松 由美 昭60商 黒岩 一也 平15電
春原 正次 昭42建 高寺 陽子 昭48商 横沢 力 昭53機 新村 みはる 昭61商 横澤 里乃 平16食
飯島 美智子 昭42家 太田 重利 昭48定機 半田 忠久 昭53電 倉島 衛 昭62機

　□ 地域支部寄附（真田町傍陽支部）
花岡 俊江 昭17本 田中 豊年 昭43電 中村 徳男 昭51機 佐藤 真人 昭58商 飯嶋 圭子 平2商
内海 時子 昭20本 柳沢 澄子 昭44家 三井 くに子 昭51家 半田 正代 昭58家 清水 善行 平3子
北澤 誠 昭30建 三井 澄子 昭44家 関口 光宣 昭52機 久保田 浩美 昭58家 長谷川 今朝男 平4機
清水 はま子 昭30家 三井 甲子郎 昭45機 金子 幸永 昭53電 寺澤 敬幸 昭59機 海瀬 あずさ 平5家
柄沢 紀伊子 昭35家 関 美栄子 昭45家 清水 正典 昭54電 堀内 利幸 昭59電 高塚 幸一郎 平8電
飯島 静枝 昭36家 石巻 宏 昭46機 西山 和也 昭56機 三井 安夫 昭60機 内海 達朗 平9機
金子 幸恵 昭38家 柳沢 長則 昭47機 半田 忠宏 昭56電 三井 良信 昭61電 大房 裕美 平12食
若林 和子 昭40家 内海 真知子 昭47家 加藤 勉 昭57建 小川 理美子 昭61家 平瀬 まどか 平14生
三井 章代 昭40家 中沢 映子 昭48商 石巻 正秋 昭57機 井澤 芳文 昭62機 大房 謙太 平17建
西牧 政秀 昭41機 牧内 生夫 昭49機 関口 文彦 昭57電 柳沢 美代子 昭62商 飯島 洋介 平22機
牧内 信人 昭43機 三井 洋子 昭49家 西川 修 昭58建 井澤 晴信 昭63電 三井 裕平 平23子
三井 英明 昭43機 半田 和敏 昭50機 柳沢 勇司 昭58電 宮澤 恵美 昭63家 半田 凌祐 平24子

　□ 地域支部寄附（丸子支部）
滝脇 昭一 昭21機 八木沢 啓一 昭48機 白井 晴美 昭57建 上野 和憲 昭61建 翠川 由香 平14商
斉藤 実 昭33機 中村 正雄 昭48電 大塚 信江 昭57建 甲田 敏和 昭61機 山越 光 平15電
花岡 かつ子 昭36商 久保山 礼子 昭49建 井沢 厚 昭57機 堀内 智雄 昭62電 岡田 俊子 平19商
清水 英一 昭39電 横沢 孝典 昭52電 清水 一利 昭57電 小林 道広 昭63子 春原 敬宏 平20子
鷹野 忠司 昭43機 坂口 健二 昭53機 永井 左千夫 昭57電 吉池 隆浩 平元電 春原 ゆき 平20商
宮本 一正 昭43機 芹沢 吾一 昭55建 春原 節子 昭57家 荻原 奈央 平7商 滝本 かな枝 平20生
峯村 郁子 昭47商 春原 直行 昭56機 木内 裕邦 昭60機 関 裕一 平8建 松岡 佑樹 平21建
桜井 順子 昭47家 大塚 倫明 昭57建

　□ 地域支部寄附（武石支部）
武井 直子 昭23本 池田 とめ子 昭45商 竹内 淳美 昭57商 味澤 浩一 平13機 品川 友佳 平17食
佐藤 晴代 昭31家 高橋 みち子 昭45商 上原 生子 昭57家 池田 一成 平13商 竹内 雄太朗 平19子
竹内 由紀子 昭34家 原田 成 昭47電 中原 さつき 昭57家 樋沢 絵美 平13食 金子 大介 平20電
近藤 千穂子 昭34家 島田 仁 昭48電 武井 幸穂 昭60電 豊田 裕輔 平14機 宮阪 僚 平21建
塩之入 絋子 昭35家 宮原 優子 昭48商 伊藤 明宏 昭61機 宮原 真統 平15機 手塚 樹 平21機
木下 光代 昭39家 栗原 英俊 昭50機 清住 努 平2電 新井 人実 平15生 上原 一真 平21子
金子 みち子 昭39家 小山 真人 昭50電 永井 光 平2商 黒木 志匡 平16機 二宮 美緒 平23商
城下 満子 昭39家 両角 俊男 昭52電 金子 博樹 平4電 豊田 慶次郎 平16子 下城 大和 平24電
小山 由紀子 昭40商 篠原 光一 昭52電 豊岡 和子 平5商 比田井 麻結 平16商 上原 真帆 平24食
柳沢 隆好 昭42機 宮原 英朋 昭52電 金井 理恵子 平5家 宮澤 正直 平16商 宮下 さおり 平24生
野村 千恵子 昭42家 金井 秀尚 昭53電 宮下 英喜 平6子 北原 翔 平17商 杉浦 良 平25機
高田 やす江 昭44家 白井 律子 昭55商 上原 浩次 平7機 五十嵐 梨絵 平17食 依田 奏絵 平25食
清住 直 昭45電 斎藤 勇一 昭57電 北原 望 平11商

　□ 地域支部寄附（坂城支部）
黒岩 彣子 昭17補 白井 道夫 昭43機 宮原 正弘 昭49電 竹内 秀義 昭55電 松本 晃 平4子
鈴木 昭夫 昭28機 村田 健二 昭43商 竹内 茂和 昭51機 川島 力 昭58電 田中 陽一郎 平10建
小玉 武夫 昭31機 冨田 実 昭44機 川島 秀幸 昭53機 滝沢 秀人 昭60電 宮下 英樹 平11子
小林 一男 昭35建 宮下 久雄 昭44電 松下 恵一 昭54機 北沢 昭彦 昭62電 松下 由貴 平18生
下鳥 正明 昭40建 松木 芳夫 昭44定機 大草 克美 昭54定機 飯島 有美子 昭63商 渡辺 翔平 平21機
若林 堅壹 昭41商 三井 宰喜 昭47機

　□ 地域支部寄附（東御支部）
森山 信子 昭36家 荻原 洋一 昭40定機 白石 由美子 昭44家 高木 剛 昭53機 渡辺 貴洋 平6建
森 勝 昭38建 田中 正志 昭41電 清水 恵子 昭46家 関 秀彦 昭57機 後藤 裕也 平8建
清水 初太郎 昭40機 清水 直人 昭44機 清水 勝義 昭49電 市川 豊 平元子 桜井 信章 平8建
田中 禮子 昭40商 清水 出 昭44電 竹内 不二夫 昭52定機 藤森 慎一 平2電

　□ 平成29年度　職員
横道 茂人 中澤 慶子 寺尾 賢明 等々力 守 北村 文昭
若林 寿輝 東城 翼 鈴木 英介 小平 美都男 宮原 洋子
清水 正志 北野 誠 石山 博章 林 貞志 須田 智里

　□ 旧職員
相原 文哉 北澤 仁一 新津 尚治 宮沢 肇 神林 務
青木 六夫 黒岩 宏一郎 藤木 優 森泉 透 高橋 友章
上野 郁夫 小井土 基博 藤波 弘子 矢島 淳子 大田 拓
奥村 浩久 鮎沢 亨 正村 久 山浦 正孝 征矢 理啓
川俣 晃 田村 浩啓


