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川阪　夫佐子 （大中高6）
木下　愼一郎 （大中8）
中谷　千春 （大中高38）
真原　立二 （小76）
塩谷　章 （小61大中高4）
井上　美佐 （小84大中高27）
大東　美穂 （小93大中高36）
中谷　茂 （小48）

経昭 （小51）
土居　聖 （小102）
阪口　嘉延 （茨高23）
深見　半蔵 （小45）
吉村　奉修 （茨高27）
相馬　太郎 （小49）
中本　昌久 （小84）
杉本　修一 （小91）
大島　知之 （小39）
竹之下　匠 （小110）
佐藤　功 （小55）
中西　要彦 （小60中高4）
新津　建樹 （小72中高15）
吉岡　睦 （小91）
田口　順一 （小78）
贄田　肇 （大高19）
贄田　祥有 （大中52）
島津　嘉男 （小44）
中村　広勇 （小55）
山中　永子 （小76）

西松　力 （小55）
岸　　久雄 （小45）
正岡　徹 （小56）
浅井　薫子 （小101）
池田　利夫 （小81）
石黒　順平 （中高14）
三上　亜希子 （小98大中高41）
三上　麻希子 （小101大中高44）
大石　惇 （大中高5）
楢崎　正博 （小56）
沖中　秀行 （小67大中10）
山本　俊夫 （小50）
林　　正行 （大中高36）
森田　和明 （小72中高15）
横田　睦子 （大中高12）
麻畠　美保子 （大中高6）
足立　尚 （茨中4茨高24）
花房　協平 （大中高41）
常吉　俊男 （小55）
小林　基子 （小75大中高18）
板谷　禎二 （小43）
米田　尚美 （大中高4）
水田　善博 （小47）
石井　淳子 （小77大中20）
梅本　匡則 （小88）
奥村　啓介 （小56）
出口　英一 （小79）
川原　俊明 （小71中高14）

秋山　陽彦 （小59中2）
川口　正弘 （小71中高14）
生川　紳一郎 （小75大中高18）
佐藤　文一郎 （小63中高6）
石津　良行 （小72中高15）
寶來　扶佐子 （小77大中高20）
松本　暁子 （小80大中23茨高23）
香山　恭慶 （小83大中高26）
馬場　耕一郎 （大中高37）
小林　太郎 （小75大中18茨高18）
磨見　喜美代 （大中高18）
辻本　泰幸 （茨高22）
福田　郁子 （小79大中高22）
牟田　実 （小46）
大井　雅雄 （小70）
京極　与寿郎 （小44）
三宅　彰 （小49）
真木　宏 （小51）
甲谷　富佐子 （中2）
澤谷　俊 （中高2）
重野　剛 （高3）
望月　靖允 （中3）
越田　淑子 （小63中高6）
大室　勝一 （中高14）
西川　良彦 （茨高18）
竹村　愛子 （大中高20）
中谷　善紀 （小77大中高20）
乾　　真美 （小77）

森　　嘉一 （茨高20）
大西　洋子 （小78茨中1）
出口　英一 （小79）
藤村　敬 （小79）
辻中　徳一 （茨高23）
深田　壮 （小82大中25茨高25）
寶来　順子 （大中高25）
中川　友里 （小82大中25）
東　　龍平 （小83大中26）
福本　敬久 （小84大中高27）
太田　敏之 （小88）
桂　　知伸 （小91大中高34）
田坂　ゆかり （小93）
野間　清延 （大中高20）
元雄　充朗 （茨高23）
浅野　征一郎 （小66中高9）
飯尾　浩之 （小90大中高33）
石田　裕将 （小85大中高28）
神谷　徹 （茨高39）
黒田　孟利 （小49）
小島　一昌 （小100）
谷　　嘉浩 （大中高41）
西田　尚子 （小85大中28茨高28）
萩原　正民 （小53）
平山　睦子 （小64中高7）
二宮　俶子 （中2）
荒井　恵子 （大高9）
長田　忠三 （小59中2）

深田　尚司 （小94）
山田　真嗣 （小93）
中本　収 （小83）
西山　恵子 （小65）
加野　裕章 （小87）
冨田　和男 （小54）
秋山　準一 （小58）
岡本　興三 （中6）
辻本　賢史 （小91）
神前　景一 （大中31大高31）
越智　忠正 （小78大中21）
藤村　敬 （小79）
多喜　晴代 （中高2）
岩浅　明美 （茨高23）
北村　寿彰 （小79大中22）
渕端　弘子 （大中高30）
後藤　良雄 （小61中高4）
福島　孝昌 （茨高24）
新田　昌男 （小61中4）
菊谷　信夫 （小45）
前川　和宏 （小60）
乾　　英雄 （茨高42）

3日（土）
第2回評議員会。後、懇親ビアパーティ開催

31日（土）
第2回チャリティーゴルフコンペ
開催。参加者皆様から集められ
たご厚志金は地雷撤去活動を行
っている団体に寄付の予定です。
（団体を選択中）

29日（木）
大手前中高先生方との懇談会
を「教育改革について」「会報
掲載アンケートについて」の
テーマで開催。

8日（土）
東京山桜会総会、懇親会に
大阪から参加。

22日（日）
大手前中高文化祭
に渉外交流委員会
が中心となって
「いか焼き」出店。

18日（木）第3回理事会

6日（日）
小学校運動会に於いて川原会長よ
り生徒代表に記念品を贈呈。

23日（木）
総会・川原会長ご挨拶。

講演会
小学校教諭宮本先生
ありがとうございました。

12日（土）
茨木PTAと先生方による
スポーツ大会に参加。
いか焼きコーナーも出させて頂
きました。
スポーツ大会の後、第４回理事会。
理事会後、茨木中高先生方と懇
談会。

懇親会
学年が違っても楽しく
テーブル囲めます。

東京山桜会

懇談会
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記念品を贈呈

スポーツ大会

理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会理事会

川原会長

講演会

懇親会

「いか焼き」出店

7日（木）第3回評議員会
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