
同窓会会員各位

番町小学校創立140周年事業に向けて

 番町小学校は、明治３年６月13日、東京府下仮小学校の一つとして市ヶ谷洞雲寺境内に創設され、
翌４年12月４日、文部省直轄の小学校として「小学第二校」と改称され、この日を創立の日として開校
式が挙行されました。明治６年の学制改革に際し「番町小学」と名づけられ、これが番町小学校の校名
の由来になりました。以来、火災や関東大震災、空襲、廃校の危機や統廃合問題といった幾多の変遷を
経験しながらも永い歴史と伝統を育み、益々発展の一途をたどって今日に至りました。
　この間、番町小学校に寄せられました同窓会、愛育会、地元町会の皆様方の物心両面にわたる暖かく
力強いご支援ご協力は計り知れないものがありました。また、学校においても歴代の校長先生のもと
に、教職員の皆様が一丸となって教育活動の向上に取り組まれ、或いは研究に専念されて常に先覚的業
績を築いてこられました。卒業生の数も二万名を超え、広く各界でめざましい活躍をされています。
　そして、いよいよ平成23年（2011年）12月４日、創立140周年を迎えます。そこで、同窓会、愛育
会、地元町会他関係の皆様のご賛同を頂いて「千代田区立番町小学校創立140周年記念事業協賛会」を
立ち上げたいと存じます。
 番町小学校では、創立80周年から120周年まで、10年ごとの節目の年に皇室をお迎えして創立記念日

を寿いでまいりました。皇室のご来臨は、子どもたちに母校を一層誇らしいものと感じさせました。ま
た、研究発表会を始め、子どもたちのための記念事業も行われてまいりました。創立140周年を迎えるに
あたり、これまで築かれた番町小学校の栄えある歴史と伝統を回顧すると共に、さらなる番町の歴史を
創造していく節目として過去の事跡を継承し、記念事業を行うことは意義深いものがあるかと存じます。
　同窓生とその保護者の皆様、愛育会会員の皆様、地元町会の皆様ほか番町小学校に関係のある全ての
皆様には、これまでも番町小学校の発展のため多大なご支援を賜りましたが、今後、協賛会への参画並
びに運営など、皆様の一層のご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

過去に行いました記念事業例
○皇室をお迎えして記念式典及び記念祝賀会
○教職員等による研究発表会
○学校への教材等の寄贈〔番町 ジュニアバンド（BJB）使用の楽器、一輪車など〕
○記念誌の発行、校歌や記念日の歌などを録音したＣＤの作製
○記念品の作製
○その他（植樹、植物園など）

平成21年10月吉日
　　　　千代田区立番町小学校
　　　　　創立140周年記念事業準備会
　　　　　　発起人代表　新井　　巌（S30年卒）
　　　　　　　　〃　　　岩瀬　裕全（S36年卒）
　　　　　　　　〃　　　西岡　芳文（S44年卒）

※ ご協力頂ける方、お手伝い頂ける方はメール（http://www.bancho.cc/toiawase.html）、またはお手
紙（〒102-0085　千代田区六番町８　千代田区立番町小学校内）で、事務局までお願い致します。
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千代田区立番町小学校同窓会
会　　長　　新　井　　巌

同窓会会報送付のご案内及び会費納入のお願い

　拝啓　秋冷の候、皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は同窓会にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、番町小学校同窓会の会報第7号が出来上がりましたので、お届け致
します。
　また、同窓会運営の一層の活性化を図るため、会員の皆様には会費（年額2,000円）を納めて頂いて
おります。ご理解を賜り、会費の納入をお願い申し上げます。会費納入用の郵便振替払込用紙を同封致
しましたので、平成22年３月21日迄にお払い込み下さいますようお願い致します。ただし、会則により
20才以下の会員（平成13年度卒業以下の方）には会費を頂いておりません。
　今後とも母校の発展と共に、同窓会の活動に対しご支援ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ
ます。時節柄、皆様にはご健勝にてお過ごし下さい。
　既に今年度分会費をお払い込みの方には、行き違いをご容赦下さい。

敬具

Home Coming Dayのお知らせ

　新たな同窓会が形作られてから７年が経ちました。今日の同窓会の活動も一重に会員の皆様の情熱の
みならず、母校の恩師・教職員の方々の惜しみないご協力の賜物と深く感謝しております。
　さて、卒業されてから今日迄、すでにクラス会や同期会を開いている学年も多くあるかと存じます
が、全く開いていない学年もあるのではないでしょうか。懐かしい母校に是非お出かけ下さい。
　また、同窓会の趣旨にご賛同頂いた昭和36、44年度の同窓生の方々が、下記の要領で同期会を開きま
す。卒業20周年を迎えた昭和63年度の同窓生の方々も是非お越し下さい。

☆昭和36、44、63年度　同期会
　○日時　…　2009年12月５日（土）　14：30～16：30（受付開始13：30）
　○場所　…　番町小学校講堂、資料室
　○上記年度の同期会　（参加費は無料です）
◇ 同期会・クラス会を、Home Coming Day当日に開催しませんか？ 2011年の創立140周年に
むけて、旧交を温めてみては如何でしょう。二次会を開けるお店もご案内致します。
　11/28までに下記までご連絡下さい。
　事務局　中村　http://www.bancho.cc/toiawase.html　またはbancyo-1204@t.vodafone.ne.jp



【平成20年度寄付者ご芳名（敬称略）】
ID　 氏　　名　 　寄　付 ID　 氏　　名　 　寄　付 ID　 氏　　名　 　寄　付 ID　 氏　　名　 　寄　付

S58-408 佐藤　弘毅 ¥23,000 S06-435 町村　淑子 ¥3,000 S45-434 吉澤　茂 ¥3,000 Ｈ19-336 山崎　秀太郎 ¥2,000
S44-408 大井田　基 ¥20,000 S08-336 木村　太郎 ¥3,000 S47-408 潮田　昌憲 ¥3,000 S08-141 小川　英 ¥1,000
S45-337 武見　ゆかり ¥20,000 S10-410 島村　君子 ¥3,000 S48-243 石黒　麻利子 ¥3,000 S08-432 穂積　満里子 ¥1,000
S56-335 秋本　朋美 ¥20,000 S10-454 早川　歌子 ¥3,000 S48-411 坂本　歩 ¥3,000 S08-446 岩垣　寿子 ¥1,000
S19-121 岩瀬　秀郎 ¥18,000 S12-127 長谷川　暢男 ¥3,000 S50-401 丸田　明利 ¥3,000 S10-104 井上　正 ¥1,000
S24-236 吉田　眞耶子 ¥18,000 S12-405 笹本　喜代子 ¥3,000 S51-206 岡添　真介 ¥3,000 S10-143 原田　畊作 ¥1,000
H18-118 志村　詢 ¥14,000 S14-116 蔵原　正昭 ¥3,000 S51-415 佐藤　泰広 ¥3,000 S12-323 岩動　麗 ¥1,000
S12-417 佐藤　文子 ¥12,000 S14-220 大高　進 ¥3,000 S52-221 松島　正和 ¥3,000 S12-435 山崎　清子 ¥1,000
S08-348 三川　泉 ¥10,000 S14-356 渡辺　和夫 ¥3,000 S52-406 勝又　真行 ¥3,000 S13-336 小安　總 ¥1,000
S08-434 岡本　貞子 ¥10,000 S14-548 武井　信子 ¥3,000 S52-432 篠原　知子 ¥3,000 S13-355 宮路　章子 ¥1,000
S11-145 古澤　正文 ¥10,000 S15-162 片山　美智子 ¥3,000 S55-306 奥島　雄一郎 ¥3,000 S13-406 宮崎　かをる ¥1,000
S16-407 岩田　英一 ¥10,000 S15-339 菊池　宗和 ¥3,000 S55-314 田代　宏樹 ¥3,000 S13-432 新田　美恵子 ¥1,000
S16-445 降旗　健人 ¥10,000 S15-433 武貞　建男 ¥3,000 S58-203 遠藤　努 ¥3,000 S14-159 矢澤　昭 ¥1,000
S19-245 森川　敏雄 ¥10,000 S16-155 西川　梢 ¥3,000 S59-217 服部　達彦 ¥3,000 S14-304 五十嵐　眞 ¥1,000
S19-331 降旗　史子 ¥10,000 S16-202 相川　幸子 ¥3,000 S63-106 遠藤　英樹 ¥3,000 S14-505 海野　幸枝 ¥1,000
S26-211 中村　禎良 ¥10,000 S18-154 松下　茂夫 ¥3,000 S63-231 土屋　輝余子 ¥3,000 S14-537 大門　千代子 ¥1,000
S30-243 田村　順子 ¥10,000 S18-257 村松　正實 ¥3,000 H01-215 酒井　元 ¥3,000 S15-901 飯塚　純一 ¥1,000
S36-648 上原　信子 ¥10,000 S18-412 倉田　陽子 ¥3,000 H02-109 河口　貴昭 ¥3,000 S16-307 伊藤　潔 ¥1,000
S37-425 高橋　遠 ¥10,000 S19-216 岩崎　應行 ¥3,000 H02-225 吉住　太志 ¥3,000 S18-160 矢島　孝一 ¥1,000
S41-530 浜田　敏男 ¥10,000 S19-311 在原　和子 ¥3,000 H06-114 廣橋　貴彰 ¥3,000 S18-226 桜田　守彦 ¥1,000
S42-111 後藤　茂之 ¥10,000 S20-146 大塚　朝治 ¥3,000 H18-306 川野　紘大 ¥3,000 S18-318 田中　啓子 ¥1,000
S47-131 宮脇　信介 ¥10,000 S21-141 佐藤　嘉忝 ¥3,000 H18-318 千頭　裕臣 ¥3,000 S18-401 山崎　泰子 ¥1,000
S60-121 松井　英輔 ¥10,000 S21-224 高橋　治子 ¥3,000 S61-104 岡田　一宏 ¥2,500 S19-114 秋草　靖 ¥1,000
S63-104 臼倉　洋一 ¥10,000 S22-901 井村　文彦 ¥3,000 S09-409 岡井　友子 ¥2,000 S19-227 桑名　昭治 ¥1,000
H17-124 堀本　識允帝 ¥10,000 S24-114 西村　亮二 ¥3,000 S11-217 小原　清英 ¥2,000 S19-526 青山　幸郎 ¥1,000
Ｈ19-137 若井　恵 ¥10,000 S26-202 池田　清 ¥3,000 S12-139 山田　稔 ¥2,000 S20-930 正木　美樹子 ¥1,000
S06-307 新谷　嘉子 ¥8,000 S28-313 住田　英夫 ¥3,000 S12-347 山口　とみ子 ¥2,000 S26-222 磯野　薫 ¥1,000
S08-344 原田　重徳 ¥8,000 S29-139 大前　鈴江 ¥3,000 S14-332 二之宮　景光 ¥2,000 S27-235 本山　房子 ¥1,000
S10-344 堀　たけ子 ¥8,000 S29-244 磯村　明子 ¥3,000 S15-447 樋口　儀市 ¥2,000 S27-251 向井　郁子 ¥1,000
S13-202 大野　善一郎 ¥8,000 S29-246 岡本　由美子 ¥3,000 S16-435 津下　一英 ¥2,000 S28-145 佐藤　暁子 ¥1,000
S13-424 荒木　律子 ¥8,000 S29-337 横山　王珂 ¥3,000 S19-325 草薙　みちよ ¥2,000 S28-334 長山　和枝 ¥1,000
S15-104 小澤　利男 ¥8,000 S30-150 花村　美紀 ¥3,000 S22-119 鈴木　洋子 ¥2,000 S29-109 江口　清象 ¥1,000
S15-160 深川　京子 ¥8,000 S30-221 高橋　俊雄 ¥3,000 S22-232 矢作　弘美 ¥2,000 S29-345 岡村　和子 ¥1,000
S15-215 赤林　治子 ¥8,000 S30-232 原田　進安 ¥3,000 S27-124 瀬名　敏夫 ¥2,000 S30-155 幸坂　靖子 ¥1,000
S15-356 中尾　武弘 ¥8,000 S30-314 吉永　幹子 ¥3,000 S29-147 仁井田　雅子 ¥2,000 S30-326 島本　朋子 ¥1,000
S18-252 松林　澄男 ¥8,000 S31-249 宮内　紀子 ¥3,000 S31-212 川村　知重 ¥2,000 S30-349 室井　邦夫 ¥1,000
S20-140 荒川　正夫 ¥8,000 S32-205 岩瀬　琢郎 ¥3,000 S31-218 島村　隆一 ¥2,000 S33-208 岡部　仁 ¥1,000
S20-143 石﨑　満 ¥8,000 S32-331 松田　健司 ¥3,000 S31-316 小松　徹彦 ¥2,000 S33-251 橋口　真理子 ¥1,000
S26-901 下田　光子　 ¥8,000 S33-111 岡本　幸憲 ¥3,000 S33-218 杉浦　滋彦 ¥2,000 S33-505 岩田　直也 ¥1,000
S28-204 磯合　彰夫 ¥8,000 S33-307 遠藤　博文 ¥3,000 S36-642 伊藤　みつる ¥2,000 S35-131 藤波　慎二 ¥1,000
S30-202 新井　巌 ¥8,000 S33-346 鮫島　和子 ¥3,000 S39-525 長谷川　洋 ¥2,000 S35-220 篠原　敏修 ¥1,000
S31-252 香川　久美子 ¥8,000 S34-525 田中　昌志 ¥3,000 S42-330 長崎　健一 ¥2,000 S39-153 吉野　千栄子 ¥1,000
S35-601 井上　一 ¥8,000 S35-128 西堀　康行 ¥3,000 S42-351 平田　真弓 ¥2,000 S42-430 野沢　延行 ¥1,000
S36-634 宮入　守 ¥8,000 S35-509 金井　大悟 ¥3,000 S44-504 石幡　裕之 ¥2,000 S43-551 西松　恵子 ¥1,000
S37-303 石垣　幸雄 ¥8,000 S36-326 西尾　茂文 ¥3,000 S46-210 岡添　龍介 ¥2,000 S44-401 旭　直人 ¥1,000
S37-448 國武　久子 ¥8,000 S37-135 松田　衛 ¥3,000 S46-326 真鍋　真 ¥2,000 S45-224 橋口　和生 ¥1,000
S38-147 中里　泰子 ¥8,000 S37-414 川口　正広 ¥3,000 S47-420 酒井　保幸 ¥2,000 S45-435 江上　佳奈美 ¥1,000
S42-133 馬島　敦 ¥8,000 S37-508 風間　清貴 ¥3,000 S48-230 渡辺　安 ¥2,000 S46-243 山内　亜由美 ¥1,000
S42-347 木村　仁美 ¥8,000 S37-509 勝野　成紀 ¥3,000 S51-120 対間　康二郎 ¥2,000 S46-414 木勢　公也 ¥1,000
S44-414 北村　正 ¥8,000 S37-515 桜井　寛 ¥3,000 S55-235 田中　貴子 ¥2,000 S49-140 木村　直子 ¥1,000
S46-231 美濃部　慎次 ¥8,000 S40-506 猪口　貞樹 ¥3,000 S63-122 山城　健二 ¥2,000 S51-413 小原　正幸 ¥1,000
S47-315 河野　元嗣 ¥8,000 S41-121 杉田　隆 ¥3,000 H04-333 吉野　絵里子 ¥2,000 S53-222 宮島　毅史 ¥1,000
S48-407 神田　秀紀 ¥8,000 S41-225 虎岡　寛道 ¥3,000 H12-316 苦爪　知佳 ¥2,000 S56-322 安井　邦夫 ¥1,000
S52-112 塩島　功一郎 ¥8,000 S41-545 小池　郷子 ¥3,000 H12-317 野川　貴由 ¥2,000 S57-104 岩田　知 ¥1,000
S53-107 川並　孝純 ¥8,000 S42-222 中村　克朗 ¥3,000 H13-226 盛山　宗太郎 ¥2,000 H02-215 鶴田　貢一郎 ¥1,000
S42-412 小嶋　拓治 ¥7,000 S42-228 星野　雅信 ¥3,000 H17-103 内海　光貴 ¥2,000 H05-234 鶴田　享子 ¥1,000
S21-123 小野里　輝夫 ¥6,000 S42-246 原　美鈴 ¥3,000 H17-111 櫻井　彩理 ¥2,000 H16-224 中山　義喜 ¥1,000
S52-123 藤井　摂 ¥6,000 S42-342 海老原　順子 ¥3,000 H17-122 古山　晶美 ¥2,000 H12-219 梨本　堯司 ¥500
S09-359 佐治　浜子 ¥5,000 S42-504 石橋　義通 ¥3,000 H17-219 千賀　裕子 ¥2,000 H14-318 梨本　実花 ¥500
S11-336 野口　田鶴子 ¥5,000 S43-307 岡田　英一 ¥3,000 H18-214 小林　史弥 ¥2,000
S15-324 松本　由之 ¥5,000 S43-354 鈴木　真理 ¥3,000 H18-220 高野　義之 ¥2,000 S33年度同期会 ¥2,500
S36-633 松本　光史 ¥5,000 S43-409 大石　滋 ¥3,000 H18-313 塩谷　悠斗 ¥2,000 匿名 ¥3,000
S37-553 黒田　順子 ¥5,000 S43-531 早川　典久 ¥3,000 H18-319 千速　清子 ¥2,000 匿名 ¥3,000
S44-147 西岡　真理子 ¥5,000 S44-117 杉村　信寿 ¥3,000 H18-324 西岡　史音 ¥2,000
S48-408 栗原　究宣 ¥5,000 S44-121 染谷　信雄 ¥3,000 H18-331 村上　史子 ¥2,000
S51-407 井上　善雄 ¥5,000 S44-127 西岡　芳文 ¥3,000 Ｈ19-102 内海　侑子 ¥2,000 合計 284件 ¥1,111,300
S55-222 中村　有博 ¥5,000 S44-214 神原　礼文 ¥3,000 Ｈ19-114 小林　大将 ¥2,000
H18-225 西山　夏希 ¥5,000 S44-232 中井　悦朗 ¥3,000 Ｈ19-120 谷川　元治 ¥2,000
H18-228 滿處　裕貴 ¥5,000 S44-246 内藤　恭子 ¥3,000 Ｈ19-129 宮越　優奈 ¥2,000
S14-457 岡野　洋子 ¥4,000 S44-453 中山　久子 ¥3,000 Ｈ19-204 天野　真由美 ¥2,000
S16-133 堀口　雅子 ¥4,000 S44-543 里井　豊 ¥3,000 Ｈ19-233 中尾　海舟 ¥2,000
S23-119 瀬田　七郎 ¥4,300 S44-548 坪倉　栄 ¥3,000 Ｈ19-319 齋藤　友紀子 ¥2,000
S25-129 村岡　穰 ¥4,000 S45-201 雨宮　明文 ¥3,000 Ｈ19-322 杉田　夏未 ¥2,000
H18-305 綛田　隆介 ¥4,000 S45-401 会田　陽一 ¥3,000 Ｈ19-329 筒井　麻耶 ¥2,000


