
日　時　 令和４年６月２５日(土）　

午後２時～３時

場　所　 富山中部高校　3階　至誠ホール

１．　開　　　会

2．　挨　　　拶

　神通会　会長　

　富山中部高校　校長

3. 　来賓紹介

4．　議　長　選　出

5．　議　　　　　題

　　　

（１） 令和3年度活動報告及び令和4年度活動計画（案）

（２） 令和3年度決算報告及び令和4年度予算(案)並びに会計監査報告

（３） 常任幹事選任（案）

6．　閉　　　　　会

令和４年度幹事会次第

永年勤続者表彰（賞状及び記念品の授与）
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（１）令和３年度活動報告及び令和４年度活動計画（案）

　　令和３年度　活動報告　（令和３年６月１日～令和４年５月３１日）

活　動　事　項 備　考

令和３年 6月 2６日（土） 神通会幹事会

東京神通会総会・懇親会 中止

13日（火） 第３回神通会講演会 講師：本木克英氏（中部３４回）コロナにより延期

8月 7日(土) 神通会総会・懇親会 中止

9月 8日(水) 富山中部高校第74回体育大会 中止

令和４年 上旬 会報60号発行

3日(木) 神通会入会式 新会員279名：武内幹事長：祝辞・記念品贈呈

4日(金) 富山中部高校第74回卒業式 卒業生279名、品川副会長出席

8日(金) 富山中部高校入学式 翠田会長出席

下旬 富山中部高校新旧教職員歓送迎会 中止：日下副校長→八尾高校長へ転出

　　　　宮本教頭→副校長、菅田先生→教頭

5月 28日(土) 関西神通会総会・懇親会 校長、会長、幹事長、事務局４名出席

役員会 11/10、5/17

広報委員会 9/29、1/11

　　令和４年度　活動計画(案） （令和４年６月１日～令和５年５月３１日）

活　動　事　項 　備考

令和４年 6月 25日（土） 神通会幹事会

6日(水) 東京神通会総会・懇親会 中止

8日(金) 第3回神通会講演会 講師：本木　克英氏（中部34回）

8月 6日(土) 神通会総会・懇親会

9月 7日(水） 富山中部高校第75回体育大会

令和５年 上旬 神通会会報第61号発行

2日(木) 神通会入会式

3日(金） 富山中部高校第75回卒業式

未定 関西神通会総会・懇親会

4月 上旬 富山中部高校入学式

役員会等（必要に応じて開催）

広報委員会（必要に応じて開催）
随　　　時

年 月 日

7月

3月

年 月 日

随　　　時

3月

4月

7月
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（３）　常任幹事選任　（案）

　　　

中部42回 堀井　鉄也

中部46回 川本　元裕
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≪令和4年度役員・常任幹事・学年幹事≫ （案） 2022.8.6

中部25回 翠田　章男 中部6回 平井　岑生 中部27回 廣澤　勲 中部46回 川本　元裕

中部27回 舟坂　雅春 中部8回 若松美智子 中部30回 江川　ゆかり 中部48回 今小路清嗣

中部41回 品川祐一郎 中部9回 金尾　八郎 中部30回 藤根　太

中部44回 西能　淳 中部12回 山田　方輝 中部32回 毛利　一朗

中部42回 武内　孝憲 中部13回 橋本　徳倫 中部33回 田村　友一

中部41回 久留　健太郎 中部16回 大愛　恒雄 中部36回 沼田　典明

中部41回 数井　倫生 中部18回 石倉　英子 中部37回 桝田隆一郎

中部43回 山田　恵子 中部19回 矢郷　幸信 中部37回 大郷　磨　

中部50回 筏井  章史 中部20回 尚和　純夫 中部38回 浅野　雅史

中部5回 森田　幸雄 中部21回 大津賀保信 中部39回 石倉　央　

中部15回 源　八郎 中部22回 平井　賢一 中部40回 三由　昌成

中部22回 西田　光德 中部24回 吉田　幸生 中部41回 遠藤　忠洋

　 中部24回 麦島　紀長 中部42回 堀井　鉄也

中部26回 臼田　嘉久 中部43回 中市　秀人

中部27回 小田　大 中部45回 岸谷　徳幸

中部27回 氷見　文男 中部45回 蓑輪　寿宏

「学　年　幹　事」

卒業回 氏　名 卒業回 氏　名 卒業回 氏　名 卒業回 氏　名 卒業回 氏　名

神22 中井　英治 中25 四十川孝之 中46 宮坂真由美 中68 塚原　陽 中74 青山　琴音

神24 中島　博 中25 河上　真弥 中47 高尾　浩司 中68 手塚　大貴 中74 笠置　涼

神25 増山　修 中25 豊田　耕一 中48 筏井　陽子 中69 宇於﨑　朱音 中74 窪田　駿太朗

中3 塩井　弘 中26 新村　裕 中48 福光　正年 中69 近藤　克樹 中74 越澤　健

中4 吉野　邦美 中27 五艘　郁美 中49 栃山　和美 中70 近江　栞奈 中74 坂井　真凛

中5 須山　盛彰 中27 島田　洋 中49 中林　淳一 中70 吉田　有吾 中74 富澤　颯太

中5 浜田　京子 中27 田原　一行 中50 笹木　集夢 中71 安藤　真弓 中74 中川　美月

中6 稲垣　よし子 中27 村上　巧啓 中50 松波　潤哉 中71 石崎　千愛莉 中74（代表） 中瀨　結衣
中6 西野　至通 中28 風間　泰蔵 中50 吉田　智子 中71 大屋　進之介 中74 中沼　俊輔

中7 島田　祐三 中29 奥村伸一郎 中51 佐渡　高行 中71 川久保　悠平 中74 西村　康希

中7 福井　詮治 中29 倉田　市子 中51 鈴木　真 中71 河口　晶太郎 中74（代表） 野中　祐希

中8 井上　和子 中29 関　隆夫 中51 長谷　聡美 中71 品川　俊輔 中74 前川　佳吾

中8 高栁　功 中29 水野　昌之 中52 平泉　雅也 中71（代表） 杉木　完光 中74 松島　凛

中8 羽柴　秀雄 中30 勝山　賢一 中52 米島　博美 中71 瀧　英理香 中74 山本　佳慧

中9 池上　陽一 中30 宮田　正則 中53 東　有希恵 中71 竹田　果林

中9 辰見　誠一 中31 舟崎　友晶 中53 杉本　元 中71 谷島　百南

中10 金岡　寛 中31 吉井　隆浩 中54 杉本祥二郎 中71 中山　亮哉

中10 児玉　憲治 中32 島先　孝志 中54 藤村　陽子 中71 松原　圭吾

中10 清水　悠紀子 中32 村上　竜哉 中55 開口　卓哉 中71（副代表） 山崎　由梨香

中11 式庄　春夫 中33 大下　大助 中55 二法田　恵 中71 鷲本　彰子

中11 中島　輝雄 中33 松井　薫子 中56 笹津　啓志 中72 上田　千鶴

中12 山田　昭一 中34 國香　真紀子 中56 柳澤　愛実 中72 大久保　彩華

中14 京免　実 中34 中村　文隆 中57 蛯谷　耕太郎 中72(副代表) 岡田　真結

中14 多賀　正夫 中35 浅岡　弘彦 中57 野坂　真 中72(代表) 佐賀　力丸

中14 武内　保衞 中35 樫井　敏彦 中58 田村　和久 中72 白井　壮汰

中15 浅野　公士 中35 坂野　裕一 中58 望月奈緒美 中72 高地　美来

中15 稲垣　スズ 中36 高橋　徹 中59 大木健太郎 中72 竹井　博霧

中16 玉扶持安昭 中36 吉崎　啓治 中59 山北菜生子 中72 永井　陽大

中16 藤島　保 中37 酒井　秀行 中60 斉藤　文音 中72 明　由梨

中17 高畠　稔夫 中38 国崎　晃 中60 酒井　瞬 中72 三輪　珠嶺

中17 町野 利道 中38 齊藤　裕美 中61 高木瑶子 中72 毛利　駿佑

中18 大野　崇 中38 山口　勇人 中61 中平　達彦 中72 最上　莉瑚

中18 大門　春憲 中39 大崎　潤 中62 古田　禄大 中72 森野　蓮

中18 吉田　清 中39 窪田　昌司 中62 山崎明日香 中72 山﨑　瑳来　　

中19 林　敏和 中39 吉本　裕子 中63 大島　鮎 中73 伊井　一馬

中19 山田　秀夫 中40 小川　加奈子 中63 林　裕輝 中73 石黒　華乃

中19 山本　幹史 中40 日吉　竜滋 中64 江西　渚 中73 小幡　真夢

中20 蜷川　修二 中41 山田　真樹子 中64 関　一樹 中73 加瀬　水香

中20 益井　美明 中42 荒川　綾子 中65 酒井　貴春 中73 門村　花

中21 濱谷　伸二 中42 山口　秀一 中65 藤澤　桃子 中73 久郷　日那

中21 宮口　久喜 中43 江淵　邦夫 中66 桶川　晃 中73 新村　束颯

中22 佐野　正記 中43 西田　文 中66 堀　千晶 中73 津田　桜香

中22 中村　茂信 中43 山田美由紀 中67 伊東　志穂 中73 中島　健斗

中22 柳野　隆之 中44 笹倉頌士朗 中67 竹内　将大 中73 名畑　亜美

中23 蔵島　大造 中44 谷　剛 中73 浜谷　一也

中24 小池　英樹 中45 松田　一志 中73 道井　琉矢

中24 笹山　満里 中45 望月果奈子 中73 村中　勇介

中24 福田　正和 中73 鷲本　謙

常任幹事

会 計 監 査

相 談 役

幹 事 長

　役　　　員
会 長

副 幹 事 長

副 会 長

会 計



　　令和4年度　　永年勤続表彰者

教　員

すがた　じゅんいち

菅田　純一 先生 （英語）

なかがわ　けんたろう

中川　健太郎 先生 （体育）

うきた　なおみ

浮田　直美 先生 （化学）


