
　令和元年５月２５日（土）、名誉会長および顧問の方々のご臨席を賜り、ホテルハイアットリージェ

ンシー東京に於いて、委員総会を開催いたしました。

 　総会では平成３０年度事業報告・収

支決算報告及び平成３１（令和元）年度

事業計画・予算の案が承認されました。

　総会後の懇親会では、旃檀会・同窓会、

教職員の皆様と懇親を図りました。
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平成３１（令和元）年度 委員総会開催

ご挨拶 会長　玉川　孝子 　　

　今年度で一如会は創立３７年となりました。現在では会員数も一万人を超え、

これまで会の発展にご尽力いただきました諸先輩方に、感謝申し上げる次第です。

　元号が令和に変わり、新しい時代に合わせ一如会も少しずつ形が変わっていく

ことと思いますが、これからも、生徒が安心して学校生活を送るための環境作り

と共に会員の皆様との親睦を図り、学校、旃檀会、同窓会の皆様と力を合わせて

活動して参ります。今後ともご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

委員総会

玉川会長

教職員の皆様

会計 ・会計監査 広報部

厚生部 総務部

旃檀会の皆様

同窓会の皆様



平成３１（令和元）年度 役員・事務局紹介

委員総会にて、今年度の役員をご承認いただきましたので、ご紹介いたします。　　　　　　※敬称略

役職名 年度 氏　名 役職名 年度 氏　名 役職名 年度 氏　名
名誉会長 校長 貫井　　洋 会　長 S62 玉川　孝子 会　計 H22 拝殿　久子
顧　問 事務長 井澤　治男 副会長

兼広報部長
H10 吉田　　明

会　計 学 城　　英彦
顧　問 元校長 羽住　　奎 会　計 学 大石　智子
顧　問 元校長 河村　光司 副会長

兼厚生部長
H11 津田　晶子

会　計 学 朝倉　達也
顧　問 元校長 浦　　敏之
顧　問 元校長 鈴木　貞雄 副会長 教頭 井上　誠二
顧　問 元事務長 白濱　正幸 総務部長 H19 渡部　良彦
顧　問 元事務長 上田　栢生 総務副部長 H11 津田　孝範
顧　問 元事務長 大内　勝蔵 総務副部長 H24 小川　洋美 監　査 H17 藤田　　誠
顧　問 元事務長 澤口　洋一 総務副部長 H24 北沢　淳子 監　査 H28 中村　　茂
顧　問 元事務長 臼倉新治郎 総務副部長 H24 馬場由美子
顧　問 元事務長 池墻　良一 総務副部長 H26 杉木　好江
顧　問 S52 大村　宣雄 厚生副部長 H19 花塚みゆき
顧　問 S52 鳥澤　俊寛 厚生副部長 H22 菅野美和子
顧　問 H03 成田　孝英 厚生副部長 H22 首藤　広行
相談役 S61 南雲　安幸 厚生副部長 H22 山之内美和子

厚生副部長 H22 楠　久美子
厚生副部長 H26 青谷　宏美 事務局員 学 菊地　主洋
広報副部長 H27 新藤　佳子 事務局員 学 宮林　　稔

駒澤大学高等学校開校70周年行事　参加報告
昨年度、駒澤大学高等学校は開校70周年を迎えられました。誠におめでとうございます。

平成30年10月10日（水）に開校70周年行事が開かれましたので、参加させていただきました。

体育館にて記念式典を挙行、吹奏楽部の記念演奏もありました。

教職員の皆様。退職された先生方もご出席
になり、懐かしいお顔を拝見できました。

式典の後、二子玉川エクセルホテル東急にて、
祝賀会が行われました。

卒業生の伊藤雅雪さんは、 なん
と！昨年、 WBO世界スーパーフェ
ザー級王座を獲得されました。

70周年記念誌が発行
されました。



昨年度は左記の活動の他、駒大高祭や同窓会行事へ参

加し、更に各部活動の応援にも伺いました。

サッカー部　高校サッカー選手権　全国大会出場︕

平成３０年度 事業報告

月  日 内             容 担 当
  4.  7 入学式列席　一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象）総務部
  4. 14 平成29年度の監査 総務部
  4. 14 委員総会・懇親会案内の発送 総務部
  4. 28 一如会パンフレットの配布（2・3年生保護者対象） 総務部
  5. 26 委員総会・憩親会 ホテルハイアットリージェンシー東京にて 総務部
  6. 16 役員会 総務部
  7.  7 一如会だより　発行・発送 広報部
10. 20 大人遠足　～武蔵野散策　深大寺～ 厚生部
11. 10 役員会 総務部
12. 1 忘年会　東京グランドホテルにて 厚生部
12.中旬新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
  2. 16 新卒業生保護者への委員募集案内発送 総務部
  2. 16 役員会 総務部
  3.  8 卒業式列席 総務部
  3. 16 予算委員会 総務部
  3. 16 役員会 総務部
総務部・厚生部・広報部の各部会は必要に応じて随時開催

日時︓10月20日（土）
場所︓神代植物公園～深大寺

大人遠足～武蔵野散策～ 参加報告

大きい葛籠と小さい葛籠…
どっちがいいかなぁ。。。

今回の忘年会も「抽選会」「会長
とジャンケン」で商品をゲット！
懐かしい先生方、現職教職員の
皆様、旃檀会・同窓会役員の皆
様にもご出席いただき、楽しい
時間を過ごしました。

忘年会 参加報告
日時︓12月 1日（土）
場所︓東京グランドホテル

厚生部主催で大人遠足が開催されました。今回は武蔵野散策です。まず
神代植物公園を散策し、秋のバラ、ダリア、ベゴニアなどの花 を々楽しん
だ後、深大寺にお参りいたしました。

ランチはもちろん！
深大寺そばでした。

陸上競技部は、東京都高等学校駅伝競走大会において男子が初優勝

し、第69回全国高等学校男子駅伝競走大会に出場しました！

陸上競技部　全国高校駅伝大会
初出場︕

陸上競技部は、東京都高等学校駅伝競走大会において男子が初優勝陸上競技部は、東京都高等学校駅伝競走大会において男子が初優勝

サッカー部は、第97回全国高校サッ

カー選手権大会において東京都Ｂブ

ロックで優勝、全国大会に出場しま

した。全国大会では、那覇西高等学

校を相手に 1対 1で決着つかずＰＫ

戦となり、ＰＫは 9対10で惜しくも

初戦敗退となりました。

大人遠足～武蔵野散策～ 参加報告

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

忘年会 参加報告

平成30年度事業報告

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

年度報告用に

表を差替

サッカー部 高校サッカー選手権 全国大会出場！

陸上部 全国高校駅伝大会 出場！

大きい葛籠と小さい葛籠…
どっちがいいかなぁ。。。

ランチはもちろん！
深大寺そばでした。

大人遠足～武蔵野散策～ 参加報告

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

忘年会 参加報告

平成30年度事業報告

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

年度報告用に

表を差替

サッカー部 高校サッカー選手権 全国大会出場！

陸上部 全国高校駅伝大会 出場！

大きい葛籠と小さい葛籠…
どっちがいいかなぁ。。。

ランチはもちろん！
深大寺そばでした。



楽しい時間をご一緒しませんか？

精進料理教室

◆日時 :７月２７日（土）午前１０時～
◆場所 :曹源寺（浅草・通称「かっぱ寺」）
◆費用 :３，０００円（当日集金）
◆備考 :先着20名様とさせていただきます。

今回学ばせていただく
新しい精進料理（イメージ）

平成３１（令和元）年度事業計画・行事のご案内

＜一如会だより　送付について＞
◆卒後４年間は、　
　郵送にてお送りします。
◆卒後５年目からは、　
　郵送ご希望のご連絡を
　頂戴した方にのみご送付します。

月  日 内             容 担 当
  4.  7 入学式列席　一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象）総務部
  4. 8 委員総会・懇親会案内の発送 総務部
  4. 20 平成30年度の監査 総務部
  4. 27 一如会パンフレットの配布（2・3年生保護者対象） 総務部
  5. 25 委員総会・憩親会 ホテルハイアットリージェンシー東京にて 総務部
  6. 15 役員会 総務部
  7.上旬一如会だより　発行・発送 広報部
7. 27 精進料理教室　浅草・曹源寺にて 厚生部
11.  9 役員会 総務部
11. 30 忘年会　東京グランドホテルにて 厚生部
12. 中旬 新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
  2. 15 新卒業生保護者への委員募集案内発送、委員留任の案内発送 総務部
  2. 15 役員会 総務部
  3.  8 卒業式列席 総務部
  3. 14 予算委員会 総務部
  3. 14 役員会 総務部
総務部・厚生部・広報部の各部会は必要に応じて随時開催

令和元年５月25日（土）委員総会において、下記の今年度事業計画案が承認されました。

行事は一如会会員の方でしたら、どなたでもご参加いただけます。

●行事への参加お申し込み方法

　別途、一如会ホームページにてご案内します。

～「一如会だより」送付についてお知らせとお願い～
　以前からご連絡しております通り、ホームページで記事
をご覧いただけるようになったこと、また、個人情報保護
の観点等から、「一如会だより」の郵送でのご送付につき
まして役員会で検討した結果、2016年度より、右記のよ
うにさせていただくことになりました。
　今後は、ホームページを更に充実させて参ります。
　ご理解賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

忘 年 会

◆日時 :１１月３０日（土）午後６時～
◆会場 :東京グランドホテル
　　　　港区芝 2-5-2
　　　　都営三田線芝公園駅
　　　　A1出口より徒歩２分
◆費用 :６，０００円（当日集金）

楽しい時間をご一緒しませんか？楽しい時間をご一緒しませんか？楽しい時間をご一緒しませんか楽しい時間をご一緒しませんか楽しい時間をご一緒しませんか楽しい時間をご一緒しませんか？？？？

【一如会事務局】　〒158-8577　東京都世田谷区上用賀1-17-12　駒澤大学高等学校一如会

ホームページに一如会だよりや活動報告等を掲載しております。ぜひご覧ください。http://komakou-ichinyokai.net




