
平成22年８月吉日
同窓会会員各位

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　残暑の候、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、番町小学校同窓会会報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）をお納め頂いております。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23年３月21日迄にお払い込み
下さい。よろしくお願い申し上げます。なお会則により、20才以下の会員（平成14年度卒業以下の方）
は会費が無料となります。
　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

※　同封の葉書にご記入の上、平成23年3月21日までに事務局までご返送下さい。

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、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。
　また毎年、同窓会の趣旨にご賛同頂いた同窓生の方々が、下記の要領で同期会を開いています。現在
昭和45年度、昭和49年度が開催に向けて調整をしていますので、開催が決まりましたら、該当学年の方
にご連絡を差し上げます。なお、卒業20周年を迎える平成元年度の同窓生の方々は是非お越し下さい。

☆同期会
　○日　時　…　2010年12月４日（土）　14：30～16：30（受付開始13：30）
　○場　所　…　番町小学校講堂、資料室
　○参加費　…　無料
◇ 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。
　11/10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

S21-221 重井　徳子 ¥20,000
S44-408 大井田　基 ¥20,000
S47-323 中嶋　俊一 ¥20,000
S19-121 岩瀬　秀郎 ¥18,000
S03-237 嘉悦　康人 ¥12,000
S05-212 奥田　充夫 ¥12,000
S08-348 三川　泉 ¥10,000
S11-145 古澤　正文 ¥10,000
S14-301 足立　至 ¥10,000
S16-407 岩田　英一 ¥10,000
S16-445 降旗　健人 ¥10,000
S18-257 村松　正實 ¥10,000
S19-331 降旗　史子 ¥10,000
S21-115 大熊　喜威 ¥10,000
S26-107 恩慈　宗武 ¥10,000
S26-208 高橋　鉄郎 ¥10,000
S26-219 山下　輝男 ¥10,000
S29-225 平澤　好宏 ¥10,000
S31-107 大山　義恭 ¥10,000
S33-345 佐伯　元子 ¥10,000
S34-325 綱島　照夫 ¥10,000
S37-425 高橋　遠 ¥10,000
S41-143 加藤　富美子 ¥10,000
S44-127 西岡　芳文 ¥10,000
S44-334 堀野　靖人 ¥10,000
S47-131 宮脇　信介 ¥10,000
S48-428 渡辺　知明 ¥10,000
S08-337 九鬼　将憲 ¥8,000
S13-424 荒木　律子 ¥8,000
S15-160 深川　京子 ¥8,000
S15-356 中尾　武弘 ¥8,000
S16-163 矢形　圭永子 ¥8,000
S20-140 荒川　正夫 ¥8,000
S20-143 石﨑　満 ¥8,000
S28-204 磯合　彰夫 ¥8,000
S35-523 藤野　勝己 ¥8,000
S37-303 石垣　幸雄 ¥8,000
S38-108 北　耕平 ¥8,000
S38-147 中里　泰子 ¥8,000
S41-124 高増　潔 ¥8,000
S42-347 木村　仁美 ¥8,000
S44-414 北村　正 ¥8,000
S46-113 下島　則久 ¥8,000
S47-315 河野　元嗣 ¥8,000
S48-237 下島　淳子 ¥8,000
S48-243 石黒　麻利子 ¥8,000
S48-408 栗原　究宣 ¥8,000
S51-228 山本　博意 ¥8,000
S55-228 藤川　伊知郎 ¥8,000
S63-104 臼倉　洋一 ¥8,000
S63-112 設楽　善宏 ¥8,000
S63-124 米澤　龍太郎 ¥8,000
S63-231 土屋　輝余子 ¥8,000
H05-128 梅澤　恵理 ¥8,000
H07-105 梅澤　仁 ¥8,000
H18-228 滿處　裕貴 ¥7,000
S11-336 野口　田鶴子 ¥5,000
S14-264 山脇　穣 ¥5,000
S15-324 松本　由之 ¥5,000
S19-213 諌山　高雄 ¥5,000
S27-223 松岡　久雄 ¥5,000
S28-241 石塚　経子 ¥5,000
S33-502 畔上　一夫 ¥5,000
S37-336 牧野　忠 ¥5,000
S37-414 川口　正広 ¥5,000
S37-449 馬場　れい子 ¥5,000
S43-330 中部　謙一郎 ¥5,000
S49-140 木村　直子 ¥5,000
S51-407 井上　善雄 ¥5,000
S55-222 中村　有博 ¥5,000
H18-222 田巻　大成 ¥5,000
H20-106 岩﨑　　日和 ¥5,000
H20-231 渡邊　愛佐 ¥5,000
H20-320 中村　健太 ¥5,000
H18-125 桃原　侑平 ¥4,000
H19-214 神谷　隆志 ¥4,000
H19-304 池田　一乃 ¥4,000
S06-340 勝山　和子 ¥3,000
S08-329 安倍　淳介 ¥3,000
S08-336 木村　太郎 ¥3,000
S08-344 原田　重徳 ¥3,000
S11-122 重井　良朗 ¥3,000
S12-222 中村　金夫 ¥3,000
S13-109 沖野　威 ¥3,000
S14-116 蔵原　正昭 ¥3,000
S14-304 五十嵐　眞 ¥3,000
S14-356 渡辺　和夫 ¥3,000
S14-452 土岐　和子 ¥3,000
S14-457 岡野　洋子 ¥3,000

ID　 氏　名　 　　寄付
S14-524 山中　昭子 ¥3,000
S14-548 武井　信子 ¥3,000
S15-104 小澤　利男 ¥3,000
S15-138 藤本　俶子 ¥3,000
S15-162 片山　美智子 ¥3,000
S15-220 大和田　章子 ¥3,000
S15-326 三輪　瑛逸 ¥3,000
S15-331 山本　康 ¥3,000
S15-403 庵原　照太郎 ¥3,000
S15-433 武貞　建男 ¥3,000
S16-155 西川　梢 ¥3,000
S16-217 神沢　正子 ¥3,000
S18-117 加藤　喬士 ¥3,000
S19-216 岩崎　應行 ¥3,000
S20-105 殖田　久荘 ¥3,000
S20-228 殿岡　晟子 ¥3,000
S20-914 山田　稔 ¥3,000
S20-917 磯貝　しま ¥3,000
S21-224 高橋　治子 ¥3,000
S22-121 羽根　恵美子 ¥3,000
S22-901 井村　文彦 ¥3,000
S23-119 瀬田　七郎 ¥3,000
S24-114 西村　亮二 ¥3,000
S26-115 住田　敏夫 ¥3,000
S26-202 池田　清 ¥3,000
S26-218 草刈　隆郎 ¥3,000
S26-901 下田　光子　 ¥3,000
S27-134 室橋　良貴 ¥3,000
S27-145 児玉　恭子 ¥3,000
S27-228 柳澤　宏明 ¥3,000
S28-313 住田　英夫 ¥3,000
S28-323 藤原　豊太郎 ¥3,000
S29-102 合﨑　　邦久 ¥3,000
S29-147 仁井田　雅子 ¥3,000
S29-152 佐中　のり子 ¥3,000
S30-105 安藤　忠久 ¥3,000
S30-133 山岡　照吾 ¥3,000
S30-146 沢田　加寿子 ¥3,000
S30-159 柿崎　典子 ¥3,000
S30-256 柏田　宏子 ¥3,000
S30-314 吉永　幹子 ¥3,000
S31-249 宮内　紀子 ¥3,000
S32-205 岩瀬　琢郎 ¥3,000
S33-111 岡本　幸憲 ¥3,000
S33-307 遠藤　博文 ¥3,000
S33-316 小池　幸男 ¥3,000
S33-425 坪内　文生 ¥3,000
S33-505 岩田　直也 ¥3,000
S34-444 小高　敏光 ¥3,000
S34-525 田中　昌志 ¥3,000
S34-529 高田　昭仁 ¥3,000
S35-239 羅　堅 ¥3,000
S36-255 山本　直子 ¥3,000
S36-427 西嶋　良信 ¥3,000
S36-527 藤野　宗孝 ¥3,000
S36-633 松本　光史 ¥3,000
S37-508 風間　清貴 ¥3,000
S37-509 勝野　成紀 ¥3,000
S37-515 桜井　寛 ¥3,000
S37-539 吉田　仁 ¥3,000
S37-540 渡辺　高志 ¥3,000
S38-215 五宝　訓光 ¥3,000
S38-519 関　健二 ¥3,000
S39-551 沓沢　霞 ¥3,000
S40-217 佐藤　元信 ¥3,000
S41-121 杉田　隆 ¥3,000
S41-225 虎岡　寛道 ¥3,000
S41-252 太田　憲子 ¥3,000
S41-524 徳永　尚文 ¥3,000
S41-545 小池　郷子 ¥3,000
S42-114 渋沢　修 ¥3,000
S42-147 岸田　理恵 ¥3,000
S42-222 中村　克朗 ¥3,000
S42-228 星野　雅信 ¥3,000
S42-246 原　美鈴 ¥3,000
S42-351 平田　真弓 ¥3,000
S42-426 長束　成博 ¥3,000
S42-504 石橋　義通 ¥3,000
S43-310 勝山　勝 ¥3,000
S43-402 阿部　浩一郎 ¥3,000
S43-408 浦田　慶信 ¥3,000
S44-117 杉村　信寿 ¥3,000
S44-144 山川　正 ¥3,000
S44-232 中井　悦朗 ¥3,000
S44-246 内藤　恭子 ¥3,000
S44-329 長岡　真 ¥3,000
S44-445 大川　久爾子 ¥3,000
S44-453 中山　久子 ¥3,000
S44-548 坪倉　栄 ¥3,000

ID　 氏　名　 　　寄付
S44-549 今井　桂子 ¥3,000
S46-428 福井　保 ¥3,000
S47-246 大﨑　眞紀子 ¥3,000
S47-408 潮田　昌憲 ¥3,000
S48-230 渡辺　安 ¥3,000
S48-411 坂本　歩 ¥3,000
S49-304 石河　力 ¥3,000
S50-401 秋田　孝之 ¥3,000
S51-240 酒井　好美 ¥3,000
S51-415 佐藤　泰広 ¥3,000
S52-123 藤井　摂 ¥3,000
S54-330 田口　敬子 ¥3,000
S55-314 田代　宏樹 ¥3,000
S56-405 小川　和宏 ¥3,000
S57-314 田久保　善彦 ¥3,000
S59-305 菊地　宏信 ¥3,000
S59-436 柳内　ゆり ¥3,000
S61-332 木庭　貴子 ¥3,000
S63-106 遠藤　英樹 ¥3,000
H01-215 酒井　元 ¥3,000
H01-313 長谷川　一宏 ¥3,000
H02-225 吉住　太志 ¥3,000
H03-203 荒井　太一 ¥3,000
H06-127 桑原　里佳 ¥3,000
H10-311 澤田　佳緒里 ¥3,000
H16-224 中山　義喜 ¥3,000
H17-105 各務　瑠利菜 ¥3,000
H17-303 井上　壮平 ¥3,000
H18-112 小野　亮介 ¥3,000
H18-224 外崎　真裕子 ¥3,000
S03-248 吉井　久 ¥2,000
S06-447 和久利　幸子 ¥2,000
S08-438 有坂　信代 ¥2,000
S11-226 高木　幸三 ¥2,000
S11-347 矢嶋　美代子 ¥2,000
S11-354 相河　幸子 ¥2,000
S14-316 北野　昭彦 ¥2,000
S14-507 江藤　美津子 ¥2,000
S15-108 木全　定夫 ¥2,000
S15-219 河西　沙喜子 ¥2,000
S16-309 内田　至 ¥2,000
S18-142 西村　通洋 ¥2,000
S19-114 秋草　靖 ¥2,000
S19-429 鈴木　陽子 ¥2,000
S21-201 浅田　南海子 ¥2,000
S21-216 腰高　幸子 ¥2,000
S28-228 米本　敬一 ¥2,000
S30-353 柳沢　賢一郎 ¥2,000
S31-218 島村　隆一 ¥2,000
S33-208 岡部　仁 ¥2,000
S33-217 白井　健 ¥2,000
S34-312 片山　正作 ¥2,000
S36-132 松谷　清 ¥2,000
S38-430 馬島　徹 ¥2,000
S39-525 長谷川　洋 ¥2,000
S40-223 多崎　次郎 ¥2,000
S40-335 三島　健 ¥2,000
S41-439 指田　京子 ¥2,000
S42-107 川合　次郎 ¥2,000
S42-110 黒須　篤夫 ¥2,000
S42-315 河瀬　謙一 ¥2,000
S46-343 中村　真理子 ¥2,000
S50-231 木村　真冬 ¥2,000
S51-120 対間　康二郎 ¥2,000
S58-132 阿部　頼子 ¥2,000
H02-202 石神　友彦 ¥2,000
H04-304 勝俣　良紀 ¥2,000
H10-309 込山　純一 ¥2,000
H15-117 坂本　貢洋 ¥2,000
H17-111 櫻井　彩理 ¥2,000
H17-211 北岡　麻衣 ¥2,000
H17-215 坂本　俊成 ¥2,000
H18-118 志村　詢 ¥2,000
H18-218 鈴木　裕貴 ¥2,000
H18-220 高野　義之 ¥2,000
H18-227 松田　洋祐 ¥2,000
H18-307 木村　彩友子 ¥2,000
H18-318 千頭　裕臣 ¥2,000
H18-322 中田　啓頌 ¥2,000
H18-901 橘　美佳 ¥2,000
H19-113 小島　花糸 ¥2,000
H19-114 小林　大将 ¥2,000
H19-120 谷川　元治 ¥2,000
H19-123 藤田　捺稀 ¥2,000
H19-219 佐藤　駿一 ¥2,000
H19-220 佐藤　大樹 ¥2,000
H19-230 塚脇　愛理 ¥2,000
H19-301 朝倉　剣斗 ¥2,000
H19-316 木村　香生里 ¥2,000

ID　 氏　名　 　　寄付
H19-329 筒井　麻耶 ¥2,000
H19-336 山崎　秀太郎 ¥2,000
H20-105 井上　ひかる ¥2,000
H20-131 渡邊　雅和 ¥2,000
H20-213 篠原　匠 ¥2,000
H20-221 辻　知里 ¥2,000
H20-229 森山　芳樹 ¥2,000
H20-316 髙橋　城汰 ¥2,000
H20-319 中田　亘紀 ¥2,000
S08-432 穂積　満里子 ¥1,000
S10-141 野間　作一郎 ¥1,000
S10-346 町田　充子 ¥1,000
S11-353 乙竹　英子 ¥1,000
S11-453 吉沢　弥生 ¥1,000
S13-334 大野　葉子 ¥1,000
S13-336 小安　總 ¥1,000
S13-343 増澤　尚子 ¥1,000
S13-355 宮路　章子 ¥1,000
S13-406 宮崎　かをる ¥1,000
S14-159 矢澤　昭 ¥1,000
S14-332 二之宮　景光 ¥1,000
S14-537 大門　千代子 ¥1,000
S15-207 佐藤　さかゑ ¥1,000
S15-901 飯塚　純一 ¥1,000
S16-439 橋本　孝夫 ¥1,000
S17-101 今井　敏夫 ¥1,000
S17-114 竹尾　新吾 ¥1,000
S17-341 殖田　春荘 ¥1,000
S18-160 矢島　孝一 ¥1,000
S18-318 田中　啓子 ¥1,000
S18-327 高橋　宏子 ¥1,000
S18-435 末包　貞子 ¥1,000
S19-220 川島　孟 ¥1,000
S19-245 森川　敏雄 ¥1,000
S19-333 水谷　洋子 ¥1,000
S19-526 青山　幸郎 ¥1,000
S20-156 永田　穣 ¥1,000
S20-930 正木　美樹子 ¥1,000
S26-222 磯野　薫 ¥1,000
S27-251 向井　郁子 ¥1,000
S28-334 長山　和枝 ¥1,000
S29-127 正木　多一 ¥1,000
S30-211 北川　匡厚 ¥1,000
S30-340 田部　真佐子 ¥1,000
S30-349 室井　邦夫 ¥1,000
S33-251 橋口　真理子 ¥1,000
S33-302 朝川　健二 ¥1,000
S33-411 河合　弘登 ¥1,000
S33-532 吉岡　弘 ¥1,000
S35-128 西堀　康行 ¥1,000
S35-220 篠原　敏修 ¥1,000
S36-353 萩原　好江 ¥1,000
S39-419 岳　真一郎 ¥1,000
S39-533 三上　喜貴 ¥1,000
S40-255 眞山　孝子 ¥1,000
S40-415 河野　吉晴 ¥1,000
S41-205 碇　淳吉 ¥1,000
S41-227 中田　俊夫 ¥1,000
S41-232 望月　慎太郎 ¥1,000
S41-301 浅原　寛人 ¥1,000
S41-319 長谷川　賢 ¥1,000
S42-430 野沢　延行 ¥1,000
S43-146 鶴岡　隆代 ¥1,000
S44-360 塚田　初美 ¥1,000
S45-319 西山　茂行 ¥1,000
S46-414 木勢　公也 ¥1,000
S46-442 篠原　恵津子 ¥1,000
S51-413 小原　正幸 ¥1,000
S52-311 斉藤　裕三 ¥1,000
S56-322 安井　邦夫 ¥1,000
S57-104 岩田　知 ¥1,000
S58-203 遠藤　努 ¥1,000
S58-408 佐藤　弘毅 ¥1,000
S60-419 本間　暁 ¥1,000
S61-131 市村　有紀子 ¥1,000
S63-122 山城　健二 ¥1,000
H03-322 石田　千晶 ¥1,000
S14-206 新木　信夫 ¥500

匿名 ¥1,000
匿名 ¥3,000

現金
S25-104 井上　智雄 ¥48,000
S30-202 新井　巌 ¥8,000

合計 ¥1,302,500


