
今年度・来年度の幹事年と代表委員一覧

５年に一度の幹事年！会いたい先生，同級生，先輩・後輩と集まりませんか？

今年度（2003年）と次年度（2004年）に幹事年となる卒業回（卒期）の代表委員の皆さんは次の通り。

各クラスの代表委員や学年理事の方々を中心に，声を掛けあい，是非，懇親会を盛り上げて下さい！

卒回卒年 今年度（2003 年度）幹事年の代表委員（敬称略・旧姓で表示） 　（）は卒業時のクラス

１回

昭和 58

田坂 (1)・田坂 (1)・山口 (2)・辻田 (2)・磯部 (3)・大嶋 (3)・平田 (3)・

浅尾 (4)・山村 (4)・阿部 (5)・林 (5)・澤田 (6)・中倉 (6)

６回

昭和 63

梶山 (1)・小埜 (1)・武内 (2)・安武 (2)・早川 (3)・脇田 (4)・弓場 (4)・

清水 (5)・木川 (5)・吉田 (6)・峯松 (6)･ 植永 (7)･ 迫 (7)・谷口 (8)・

角振 (8)・赤松 (9)・小出 (9)・濱崎 (10)・田坂 (10)

11 回

平成５

富山 (1)・萩原 (1)・前田 (2)・湯川 (2)・平野 (3)・黒木 (3)・河崎 (4)・

岩本 (4)・今田 (5)・安藤 (5)・小谷 (6)・中村 (6)・山田 (7)・石川 (7)・三上 (8)・村戸 (8)・山田 (9)・

下紺 (9)・大宮 (10)・平野 (10)・

木原 (11)・圓道 (11)

16 回

平成 10

熊丸 (1)・黒木 (1)・山下 (2)・河田 (2)・久保田 (3)・林 (3)・佐々木 (4)・

吉田 (4)・山田 (5)・若林 (5)・天野 (6)・福本 (6)・麻生 (7)・内野 (7)・

黒川 (8)・長生 (8)・桂 (9)・桐原 (9)・梶本 (10)・篠原 (10)

21 回

平成 15

田谷 (1)・橋本 (1)・前田 (2)・大久保 (2)・田邊 (3)・中村 (3)・北崎 (4)・

武澤 (4)・赤野 (5)・山本 (5)・石本 (6)・登田 (6)・鍵本 (7)・中島 (7)・

久保 (8)・力山 (8)

卒回卒年 次年度（2004 年度）幹事年の代表委員（敬称略・旧姓で表示） 　（）は卒業時のクラス

２回

昭和 59

河原 (1)・押目 (1)・中塩 (2)・丸本 (2)・平岩 (3)・阪田 (3)・丸山 (4)・藤井 (5)・

内山 (6)・向久保 (6)

７回

平成１

木下 (1)・柚中 (1)・井上 (2)・梶谷 (2)・三宅 (3)・中村 (3)・三宅 (4)・山崎 (4)・

市川 (5)・原田 (5)・井上 (6)・川本 (6)・上田 (7)・荒谷 (7)・義満 (8)・久保田 (8)・

中島 (9)・山縣 (9)・大下 (10)・川本 (10)

12 回

平成６

黒瀬 (1)・松下 (1)・中垣内 (2)・浜崎 (2)・岸田 (3)・細川 (3)・金川 (4)・戸原 (4)・

片山 (5)・厚井 (5)・西 (6)・今井 (6)・輿 (7)・新居 (7)・福田 (8)・村岡 (8)・

中村 (9)・森元 (9)・伊中 (10)・石田 (10)・岡部 (11)・三河内 (11)

17 回

平成 11

徳満 (1)・西岡 (1)・大下 (2)・福山 (2)・明地 (3)・福田 (3)・中坪 (4)・河井 (5)・

富永 (5)・井上 (6)・大西 (6)・近藤 (7)・前岡 (7)・岡本 (8)・山口 (8)・井原 (9)・亀岡 (9)

母校の組数が "７"に…

　今年度より，国際科が１組増の３組，普通科が２組

減の４組となり，７組編成となりました。

学園祭に同窓会も参加！

　今年度の学園祭（6/14）に，同窓会もパネル展示で

参加。ＰＴＡの喫茶室で模造紙３枚に昨年度母校に寄

贈した看板や２０周年記念事業，同窓会事業について

の紹介を行ないました。 

離退任された教職員の皆さん

　今年度，母校より転出された教職員の皆さんは，

右表の通りです。また今年度は，伊勢村建巳先生

（H１～H９）が，教頭で戻られました。

名前（教科等） 転出先 名前（教科等） 転出先

下田洋夫（教頭 ）
スポーツ健康

課        課 長代理
佐藤郁子（化学 ） 辞職

出口　隆（日本史） 呉宮原高 豊原　明（生物 ） 可部高

坪井克則（地理 ） 賀茂高 高橋政治（英語 ） 海田高

末田正史（数学 ） 退職 山  秀治（英語） 千代田高

大竹敦志（数学 ） 河内高 藤田春恵（家庭 ） 海田高

岡佐古拓哉（数学）
臨時的

任用満了
馬屋原真恵

（教諭兼実 
習教諭） 井口高

大田陽茂（物理 ） 廿日市高 河野貴子（主任主事） 賀茂高

三宅勝之（化学 ）
高陽東高

教　頭
佐々田一幸

（主任

技術員）

大竹高

（定時）

《 母 校 だ よ り 》


