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空の碧をさながらに

一㌧ 沃野1望数百里 関八州の重鎮とて

湛えて寄する漣波は 終古漁らぬ霞浦の水

二㌧春の弥生は桜川 其の源の香を載せて

流に浮ぶ花筏 底の枯葉に秋立てば

渡る雁声冴えて 湖心に澄むや月の影

此の秀麗の気を享けて

我に武勇の気晩あり

我に至誠の精神あり

三㌧ 此の山水の美を享けて 我に寛雅の度立あり

東国男児の血を享けて

桜水の旗立てて

我が校風を輝かせ

四､筑波の山のいや高く 霞ケ浦のいや広く
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同窓会会長あいさつ

｢正直に徹する｣
会長幡谷

祐一

段で利益を得るという誘惑に屈せ

ず'いかなる状況下でも道徳的に
正しいことをするかどうかを見れ

ばいいのです｡

不道徳な行動をすると､それは
不名誉や侮辱という形で必ず自分

ことを心がけましょう｡正直であ

に返ってきます｡常に正直である

格言にあるとおり'恥ずべきこと

おとしめることになります｡古い

ることを忘れれば､自分の評判を
つであります｡正直とは､人との

がなければ'弁解する必要は為り

正 直 は ' 最 も 貴重な財産のひと
付き合いにおいて公明正大である

ません｡正直とは'あらゆ寄状況
下で自制心を働かせることです｡

ということです｡

正直は'人生の成功基盤です｡

のではありません｡それは道徳的

人生の成功は知性だけによるも

な資質にも左右されます｡人との

人生で成功をおさめるためには'

仕事や人間関係で正直でなければ

付き合いの中で'正直で信頼され
る人間であることを心がけましょ

ら毎日を送るよりも'正直に生き

る方がはるかに楽です｡多くの人

うo

なりません｡人にウソをつきなが

は不誠実な行動によって自分の人

につければ､人びとはあなたを信

いる｡

信頼されるかどうか
人生の成功の大きなカギにな

よって自分の人生を台なしにして

多くの人は'不誠実な行動に

るのですD

がへ

頼しますo

そういう素晴らしい資質を身

生を台なしにしています｡
｢正直は最善の策である｣ とい

うことわざがあります｡これは真

理です｡正直であれば成功をおさ
ければできませんD

めることができますが'正直でな

他人が正直かどうか'どうすれ
ばわかるのでしょうか｡不正な手

村

松

｢同窓会会報に寄せて｣
学校長

輝

美

ぬ状況もあり､本気になるのは三

年生の六月中旬からという生徒も
多くへ 時として切歯拒腕という心
境に陥っております｡

第二に'生徒のクラブ活動につ
いてですが､相変わらず自主的活
動が活発に行われており'本校の
九月の

｢

向オリンピック｣'十

守谷･つくば方面から東京までの
距離が圧倒的に近くなりました｡

都内の有名私立高校ばかりでなく
有名私立中学校への入学者が若干

て'送り出しながら'どのように

増えているとの噂も耳にします｡
そういう中で'知徳体のバランス
のとれた人間として生徒たちを育

ていくかと言うことに尽きるかと

現在の進学実績を維持'発展させ

思います｡幸いにして本校の生徒
は'主体的で'自らの判断で行動
できる素質を有しています｡要
は'その素質をいかに磨くかであ

り'妥協を許さずにより高い知性
と徳性を備える切瑳琢磨の機会を

三大行事である六月の ｢一高祭｣､

月の ｢歩く会｣ などでは'生徒が

なります｡｢頭鍛え､体鍛え'心
鍛え｣ を合い言葉に､努力して参

造り出していけるかと言うことに

自主的に実行委員会を組織し､企
画･立案の段階から運営･実施'
反省･評価に至るまでを取り組ん

す教育を

ンフレットのなかで､本校の目指

秋も深まり'旧本館前の銀杏も
黄金色の輝きを増していますo 進

すか?﹄というテーマで行われ'

は'﹃源〜あなたのルーツは何で

また部活動への参加者も非常に多
く約八割の生徒が加入していま
す｡吹奏楽･合唱･弦楽の音楽三
部には合わせて百四十名へ 硬式野

球･サッカー･バスケットはそれ

｢勉強だけで

という意識があって'小さい

護者の方のいわゆる

ぞれ五十名を超えた部員を抱えて
活動しています｡この背景には保
は｣

頃からの習い事や､スポーツ少年
団活動の延長線に部活動があるの
ではないかと思いますo
最後に'これからの本校の課題
等についてですが'ご承知のよう
につくばエクスプレスが開通して

A

CREATOR

OF

ものであり'心から敬意を表しま
すとともに'今後ともご指導とご
支援をお願い申し上げます｡

同窓会の皆様方が築きあげられた

以上が主な学校の様子でありま
すが､本校の発展は'時代を超え
て本校のランドマークであります
旧本館とともに'歩んでこられた

HOOL︼ として意識の高揚を図っ
ています｡

ローガンを ︻FLAGSHIP H‑GHSC

独立の気風｣ を継承しっつ､｢百年
の歴史と伝統｣ を有する'﹃未来を
拓く'若人の学舎﹄ であると本校
を位置づけ'本校のブランドス

想と自己実現｣を目指し'｢自主･

たれ)とメッセージ化し'｢高い理

THE FUTURE︼ (未来への創造者

︻BE

また'中学生向けの学校案内パ

りたいと思います｡

修同窓会会員の皆様には'ますま
すご健勝のこととお喜び申し上げ
ます｡また､日頃は本校の教育活
動に深いご理解と温かいご支援を

生徒それぞれが個性を発揮して盛

｢1高祭｣

いただいておりますことに､心か

でおります｡今年度の

ら御礼を申し上げます｡

大に開催されました｡現在の一高
生を見るにはこれが一番かと思い
ます｡毎年夏に先駆けて催される
l高察を是非一度ご覧くださいo
こ㌧｣で本校の近況につきまして
ご報告をさせていただきます｡
第一に､入試状況でございます
が'㌔今年度もしっかりした実績を
あげてくれました｡ただ'若干の

私立大なら早慶という構図が

物足りなさはあるような気がしま
す｡生徒達は'東大･京大･東工
大･一橋大･国公立医学部のいわ
ゆる超難関国立大を第一志望と
Lt

根強く'難関校の筑波大などへは
合格者層での希望が減っていると
いうのが現状であります｡ご承知
のように超難関国立大は全国区の
戦いであり合格は大変困難であり
ますo それを考えると'もっと早
くから取りかかる必要があるので

すが'次に述べるようなやむを得

平成十八年度

1

古徳利光氏より祝辞が述べられ､

回卒青山和義氏より'本年五十周

招待者への記念品贈呈の後､高八
年を迎えられた皆様を代表して謝
辞が述べられました｡

算報告

平成十七年度事業報告及び決
忘れたように続きました｡

同窓同士の交歓･交流が'時間を

会では'先輩･後輩の'あるいは

また､別会場に移動しての祝賀

平成十七年度進修同窓会基金
別途積立金報告

会に専任事務担当者を置き'毎週

携をより緊密にするために'同窓

二

★同窓会へのご連絡は指定曜日に

可決承認されました｡

進修同窓会総会開かれる
去る四月九日(日)､平成十八年

度定期総会が'母校体育館におい
て会員約三五〇余名の出席のもと
盛大に開催されました｡
決算報告

平成十八年度事業計画及び予

桜の開花は遅れましたが好天に
三
算

会員各位と同窓会との連絡･連

恵まれ'開会前の旧本館玄関前庭
四

つにないにぎわいでした｡

水曜日に一名が一高同窓会室に詰

は'祝賀各回の記念撮影などでい
同窓会役員改選

総会後'卒業周年祝賀式に移り

係のご連絡･お問い合わせ等がご
ざいましたら'この指定曜日をご

五

援指導部のリードと吹奏楽部の演

七回(六十周年)'高八･定六回(五

ました｡本年は'中四十六･四十

総会の幕開けには欠かせない応
奏による'校歌'応援歌'一高讃

利用ください｡

同窓会関

歌の斉唱で開会二物故会員への黙

三十三･高理十･定三十一回(二

十周年)､高十八回(四十周年)'高

めることになりましたD

祷ののち'幡谷祐一会長'村松輝

十五周年)の方々をお招きいたし

からは'右の同窓会室に詰める曜

なお'次年度(十九年四月以降)

美校長の挨拶があり､青山和義副
会長を議長に議事が進められ'十

日が火曜日に変更になります｡

応援指導部指揮による校歌斉唱

ました｡高九回 (来年五十周年)

･一一̲‑』一一

分な審議を尽くして'次の議案が

帖 曙 t J
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卒業六十周年記念同窓会

土浦中学四六･四七回卒業同窓会

平成十八年四月九日'土浦一高
体育館での卒業六十周年記念を含
む進修同窓会総会と､ホテルカン

コ‑での祝賀会の後'午後四時ご
ろからホテルマロウド筑波で同窓
会総会を開催しました｡
出席者は四十七名へ 高齢になっ

たにも拘らずほぼ従来どおりで
あった｡総会は石渡久夫君の司会
で'代表幹事の挨拶､埜口忠男君
の会計報告と型どおりの経過の
後､植竹正雄君の乾杯の発声で懇

したQ

親会となった｡藤井啓一君や石渡
久夫君などの歌も交えて'賑やか
に楽しく旧交を暖める時を過ごせ
たことは幹事として嬉しいことで

この懇親会開催のためお骨折り
いただいた幹事や出席者の皆様に
感謝すると共に'今後の同窓会運
営について'解散を含めて幹事会

井坂

雄)

1任となったことに責任の重さを

(代表幹事

感じております｡

卒業五十周年記念同窓会

高八回生は'もう戦後ではない

と言われ始めた昭和三十一年に卒
業して五十年'同窓会本部から祝

で祝賀同窓会の準備を始めまし

賀通知を受け'直ちに発起人数名

初めに方針として'百名以上の

た｡

参加者を目標とすること'来賓と

して三年時に授業を担当された先
生方を招待することを決めまし
た｡また多方面から検討した結

会と同一にすることにしました｡

果へ 開催日時と会場は本部の祝賀

きはホツとしましたがへ

反面へ

他

案内状発送段階では住所確認に苦
労しましたが'それでも二百七十
七名に送付することができまし
た｡出席の返事が百名を超えたと

いることに樗然としました｡

界と音信不通の同期生が七十名弱

は､皆'驚いていました｡祝賀式

総会当日は'まず正午に旧本館
前に集合Lt 記念撮影をしまし
た｡続いて新体育館での総会･祝
賀式に百二十三名が出席しました
が'総会直前の応援団演技におい
て'女子団員が約半数だったこと

では幡谷祐1会長の ｢百歳宣言｣
｢皆さんもがんばってほしい｣

と

ました｡

との励ましのご挨拶が印象に残り

ました｡

ホテルに移動しての記念同窓会
は'本部の祝賀会と平行して開催
されました｡そのため'二十名が
最初そちらに参加し'後に合流し

4面へ続く
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る生塁るリの時もも癌年多充実いなろ発れががらては絶る砲かリトギ性するだと 闇鮒描翻 す発のやロ餌のてでの二にをうて少だのそる率かつで中いはこの1ル射らあの

あネに地るてなる膨門たいいこき分る寿しくにい方がのと制特い化ト分よで 柵摘要妻潤毒藁暮雪蔓 りれい果こ胞ので対す内もは つ射考らよ白がい性制謝'現 んもタ解会で応いで識非あいえ測長腹てうせで射は考そな制つとれにの胞限ベ 一決がきじろあが専げなては生七いとるな線なえれる限て'て変スがにル

よ

り
をいただいた｡更に今春県庁に

の会員の活躍を期待する旨の挨拶

の思い出を辿るとともに､当時と

きました｡懐かしい建物と貴重な

後､旧校舎内を見学させていただ

会場内には'県会議員､副知

展示物を拝見しながら'高校時代

本年度の総会は'六月十六日
いくつものグループができ'それ

事'教頭先生'各退職者を中心に

べていただいた｡

に'進修同窓会本部から幡谷祐1

と､進修同窓会の横田副会長を来

入った方々に'今後の抱負等を述

会長'水戸支部から幡谷浩史支部
ぞれ母校のことへ

況についてお話をいただきまし

賓にお迎えLt 母校や同窓会の近

最後に'池田正明氏 (昭和六十

総会では'母校の村松校長先生

大いに実感しましたo

現在の学校の変化に'時の流れを

茨城県庁進修同窓会は'土浦一
長を来賓としてお迎えし､桜井富

話題に花を咲かせ'親交を深め

茨城県庁支部
高の卒業生であって茨城県職員と
夫県議 (昭和三十三年卒)＼ 足立
た｡

いただいた会員もおり'大いに旧
の中締めによ

常陽亀城会は各地の本支店に勤

交を温めました｡

た｡在学時代に村松先生にご指導

(昭和四十三年卒)

員で校歌を斉唱し､保山剛一氏

一年卒) の音頭により'出席者全

仕事や趣味等の

なっている者を会員として構成さ
席をいただくとともにへ

寛作県議 (昭和三十七年卒) の出

まず､会長大塚 (昭和四十一年

開催されたo

副知事にも出席いただき'盛大に

角田芳夫

で'一般会員三四二名'特別会員

れている｡平成十八年六月現在

を擁し'職域の支部と

二一名 (県議会議員三名'歴代会
長九名等)

しては最大規模の一つと思われ

です｡会員交流のため'これから

交換や近況報告を行う血員重な機会

務する一高出身者が集まって情報
県行政を進めるに当たっては関

り解散した｡

係部局の連携が重要であり'土浦

辛) による開会の挨拶の後'幡谷
会長'幡谷支部長へ 桜井県議'足

る｡

定例総会は'毎年六月の第二回
の挨拶をいただいた｡また､水戸

立県議から'会員各位への激励等

問'旧校舎前で記念撮影を行った

今年は総会に先立って母校を訪

ても大いに得るところがあると自

回常陽亀城会総会が開催されまし

氏'田谷英夫氏へ

市内のホテルロイヤルレイク土浦

の同窓会組織です｡今回の総会は

百四十名を数える､行内でも有数

江橋上)

(常陽亀城会会長

ホテルで行っている｡

Eコ

も毎年開催していく予定ですo

定例県議会の最終日に水戸市内の

現･茨城県庁舎

交を暖めることは'県行政にとっ

負している｡今後とも県庁支部の

一高卒の角田副知事

一高の卒業者が定期的に集い'親

二

りたい｡

たo

義雄氏､横山薫氏

にて会員六十四名の参加のもと'

高三十四回

高九回
高十九回

卒業周年記念祝賀式
卒業五十周年
卒業四十周年

午後一時

定三十二回

1般会員･周年記念会員の数多くの方が母校の門をくぐられることを
期待しております｡
尚'総会'祝賀式終了後'市内にて祝祭会(懇親会)を開催いたします.

卒業二十五周年

定七回
定十七回

二 期日 平成十九年四月八日(日)
二'会場 土浦一高体育館

次年度進修同窓会総会二牛業周年記念祝賀式は次の通り開催しますo

平成十九年度進修同窓会総会の御案内

更なる発展に向けて努力してまい

(県庁進修同窓会長大塚輝一郎)

ルをいただき'馬場
の音頭により乾

常陽亀城会
母校の現況等の説明

(土)'第三十三

を含めて挨拶をいた

土浦二向出身の常陽銀行役職員で

去る九月二日

だき'続いて'今春

構成する同窓会組織です｡昭和四

(いすれも昭和四十

盛大に開催しました｡

常陽亀城会はその名の通りへ

県庁を退職した諏訪

十六年に結成され'現在では会員

年率) から'県職員

原守氏へ

時代の思い出や今後

堤

高橋恵丁

尚俊教頭先生から'

次に'母校の岡崎

杯｡

辛)

清康氏 (昭和四十二

､ ∵ ㍉ ∵ ⁚

̲̲̲̲.̲...･払.I
̲.‑Tb̲̲̲̲.
.‑,̲
..‑
̲

土浦一高進修同窓会会報
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店鉄‑氏氏のじでの岡で川古卒年行後と同行者に卒のた千ル土 よ竜氏'J;あ oツ'金郎‑んくB他諸氏井卒年八が'

皆一日四た好は的‑太要つ催還志の
様敦に十よ意'で致郎といす暦閲に柔当

蓋.‑‑4閤輔紺
点調たり七六̲,五四三二一びラなし進十 検査こoでこ協‑た､会例リカー.等ず､文確送､め､す'調'主まトつい修周土同 ('の'れ力万め応員え個すにる広販認付名四名る名査名なしとて同同年浦窓

特資契六ら者円､寡のば入るはo告売はさ簿千簿o簿方簿内た名い窓窓を一会

萎慧警灘葦裏書責琶雲量蓋萱董墓蓋蔓臓等o蔓蔓裏書曇墓室 に料約'の名で賛広み､情○ 村'づ新i載‑を減るの護 併載､ '内年加ほ)広o予'配用募売o利名､
裏芸堅掌萱碧雲署貰警警蓋窪買琵薫警墓ao萎†契式るよににつ 約会こ｡伴創い 送業準注用ら含行の嘉筈是豪三富て
くさ簿お容交はい力編本等

またそ三以願供資な旧路でりたお時年けのはの万しだ名て内のたて協はが
だすてで戦園すさべに点等くイの博辺まニラ同流ルま和作が保まのご紹彰まなす
さo旧右九ま出oれき本も'を単読ツ批な雑す十ム窓高行ンす初と下き'す範寄氏介氏すりo
いご本の冊で場昭たも校な同含行者ト評雑事〇年｢で田語ペo期な村わそが囲贈かさ(がとい
o来館資にをの和スの野りじめ本のでを学ま改代ぶす保にンこのつ千めし､もいらせ高'ごず

翫鏑据招瑚描 ぞし資作す甲野クの料が料'しなーがり出寵ん聞土し)に間ペ'

高あとすり園部あ｣特十四筆o致ア'げ事とで載中0時なり｣のるがのわ部'てて 覧り併o技の甲りと筆二十原でと辛､やな昭の学代りをで代費高あ資たを宮お概
くませき熱子ま題す点八稿広ウ口該身り和コのの'し昭表料田り料りご司り況
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皇警そ巳差を鴇墓讐筈荏千言ま票錆子孟監専管提子荒さ芸量産讐芸誓冒姦笑三六一l アはのい豪海縄的雲ス晶フ｢ずまかたマ発れみ返'マルてを始者御'借ちしに高月 と､ゲ作快賊でな間をにとゲ'すら‑通見ててり白のー 板'のたさ黒つ恩でステ破目ししラうの提兄をた｣源○なれし父さま､お0回

企M赤'せのごわ'ティ船をたたtlカ言つ今○とi 票言芸吉至雛言霊妄言至禦ぎ妄表芸予選差違きち,奈義重義蓋真言童憂謹呈禁だ

願ま当向ちで番きしとの発しどるミド乙り度は催

血主豪..i醜訴蓋垂筆書き漕害毒蘭重量轍をよ
ド. 声遠/闘夏端等≡去壷≡蓋等遍照妻葺窒 Lm+'鮎::二!,:.よ二度‑若葉1..̲岩層蔓雷撃書芸葦を警≡雲量夏子たく飛度‑ ‑高察o諸島芸

･ニーI::

■■■一郎朝をtt‑■勺■叩.叩｢く怠たれ間れんるりた長くたどた委よなな長る学‑

声二高オリンピック暇附糟
め行気距づらにいとし四委のて 童欝猶鰍富嘉を耳管賀昌て今冒晶芸草鐙?i管レこ茎雷"'3粘 oめ最た合し決回ク会後こしリと上歓場中をい不多去 窒重要湖重奏書瀧藁要警妻萱 方略場こ'でりれけい員〇回まち｢､語にし高いルビ○過い企年oこ渡声うつクたえっ

に先をと委の時てれたはそ歩れにつ水もり実て生にのツ=ぎに画生まとる援oたでoるた

事書芸差掛漉套fIo蔓鼻墓の雪萎芸萱雲量重要芸賢妻轍無芸警)?

り静齢警董闇鰐鵜 ;.､博■■一.

いしののだめのニにさたたこすあたと色委シた上
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て骨す成て苦完高中館健本世よでを貼は来美ろ翼せそ
音大百〇長'
し一成.の'ホ全で界いす'ら今翼にしにをoL‑翼J, 闘輔董紺賄芸要一 '>工.= てくい一芸垂 柄 徒嫌ど‑ 言表誓言芳書5,誓貸主蓋Jyv蓋宍㌫たセド､いしう両り学b oE5,豊臣誓書レ:悪竺意義JtL;冒重苦最至芸てき雷撃Ji幹

いなても生こ耳見な城れう定な徒日難まの夜も郷べのよいる間健日

繍紺附紺琴
誓完妄讐警妄語芳妄雪蒜管主票招嘉摘讐喜曇三善歪を喜葉菜享撃 たんしていくにを近茨らい.行生一因決制'

越ま'ついツ'非呆が昨つーので繰.､すてけと私tL'過て県予今んネ国し､ない十サ: 闇閣堀掛 ツ 力‑ l '十カチo生カ谷 非あ0をけ'毎でのH頑ツ最た誤高いうば勉ツにし呆残茨城に､はう監なを冗
おりB行てサ年是結P張力初いをめましい強ト厳くはし城県励マ全新督く率

頑るい来夏るしもの方が生ら標いだ学や切ててち雰気日生くせんとタい16

式

讐書遠雷完とこbLl警誓蛋雪妾窪告宗旨至言告葦警左差夏豊実空言警妄最慧完L董吉見硬

ととけト貴そ第て校りのまらでた指らちのし十ま応すの部さ長しと

揺葺慧描董捌購蓋紺甜毒部･で､年のし史援醤

票V5lて妄墓を竿主星造言誓言三言f<3品叢警讐不吉宕暮雪讐カミ芙暴言藁宅主翼応

喜芸蓋三三套蓋孟蓋菩還罵言至言蓋芸葦毛芝差違套築至芸要撃写真等至芸
こ勇にタ援のう接とたは期上旬芹至高孟蒜義嘉子vTi莞撃芙耳鼻も重富肇 う｣向ー大夏OL学oよ問旬か

(ll)平成18年12月1日(金)土浦‑高進修同窓会会報第63号
'上も向タし度平

す持公育徒てラ据めでい少公年合治慶名同卒数1過者まつ信群年が科強卒の名名55名での
○つ立をのおム本えにしるな立64新格大応減数生は2年私をし'州馬40合に医く生う(∵名('乗合

附瑞据雲藁葺妻蔓
･tilr .平成1.8年度入試合格状況

国公立大学私立大学
大学合格者新卒大学合格者新卒大学合格者新卒
旭川医科大20名古屋大11青山学院大1210

北海道大84京都大41学習院大87
弘前大10大阪大74慶応大5326

岩手大10神戸大11国際基督大41
東北大2216奈良女子大11上智大1712
山形大11岡山大11中央大3923

茨城大99徳島大11津田塾大44
筑波大3929愛媛大10東京女子大76
群馬大32長崎大22日本女子大54
埼玉大11宮崎大11東京理科大10648
千葉大179国立大計177115明治大7440
お茶の水大64(医学科)(21)(10)立教大3823

東京大2115首都大東京54早稲田大8746
東京医歯大30横浜市立大10法政大2113

東京外語大44静岡県立大21北里大90
東京学芸大31岐阜薬科大21芝浦工大1811
東京芸大11大阪府立大10日本大187

東工大53奈良県立医科10同志社大42
東京農工大10公立大計126立命館大63
一橋大42国公立大計189121産業医大10
新潟大20その他14049
山梨大20私立大計671335

信州大11合格者総数860456
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I.7 平成17年度進修同窓会決算書平成18年度進修同窓会予算書

収入額‑金12,963,199円也収入額‑金13,298,000円也
支出額‑金10,540,245円也支出額‑金13,298,000円也

【収入】差引残高一金2,422,954円也(平成18年度‑繰越)槻:R【収入】差引新一金0円也1､1L
項目
1

剽¥許額

估ｨ葎ｾ

2 做 y 8ｻ2 100,000 涛 ﾃ
3 僖陞
4

N

弍

△10,000

1,775,000

WHｾ

6 倅x

ﾃcSづ鉄

0

ｹ?ﾂ

合う汁

ご三三rT付着4T. 剞

ｸﾖﾂ

項目予詐額誓芸志比‑減焔考

ｸ葎ｾ

△932,00(〕

ﾃ

△15,000

鉄#rﾃ

49 鉄津#C

D

kﾂ 1繰越金2,L壬22,95L.ll,658,951764,003前年度繰越金 2終身会費100,0.00100,0.000 3年会Fr9,000,0009,800,000△800,000 4入会金1,775,0001,775,0000蓋喜実'xt昌駕3台 5雑収入4649△3預金利息

ﾃsc

3,334,OtX)

比較増減

0

9,800,000 唐ﾃツづ

ﾈ檍ｾ

5

佇維ﾈｧ｢

1,658,951

ﾃcオkﾉ
h樢侭

527,000

59,199 况
"ﾃ田2ﾃ

湯

ｾ

ﾂ

2

S)kﾈ

絣ﾃ

冷

ｨｴﾈ,亢ﾈﾝ｢

腥,ﾒ

俶ﾉYH迚YHｨ

陌x

△370,801

菜25周年同衆生‑同様L/右7回水菜生一同楳中46.47回卒業生‑同様.

中30回卒岩瀬芳一郎様より 劔合計13,298,000F13,33Ll,OOO△36,000 【支仕i】

【支lLl'1】

項目
1

ﾘ檠^(

剽¥IE}街

R

2

̲

3

ｨ44ﾆ､

4

(ｼhｴﾉD

Jﾘﾗ9N

100,000
逸g"

ｶ9N

7 倡浦I
8

i6ｸ偰 8

10

ｼyN

12 从ﾉgｸ僣ﾞﾙXﾘ
13

倡

ｹ

合う汁

"ﾄﾈ‑ﾃ途

3づ

ﾘ

̲

ﾟﾂ

稲芥,ﾘ*ｨ*ｹ

12,000

沫&

ｸﾖﾂ

切目予‑豊芸比較‑備考

8､

387,503

58,000

150,000

200,000

rﾃ#モ

300,000
2,000,000

c

(ｼi￨

ﾆ儲B
B

2

xﾞﾙ

2

再会補助800,000900,000△100,000班料,鍋,:a‑,H,外

2会報発行費3,500,0003,700,000△200,000会報印刷､送料代

3｣ｲ

岔w

巍

2

3迫ィ,‑j'焚100,000100,00000切手､はがき代外

ⅹUﾘｶ4ﾆ

150,335

i6ｸ檠^(

ﾈ8ﾖ

0

9佝

N

Rs｣｢

U

騷x檍ﾇh

100,000

S

1,993,000

ﾃ
ﾃ#

S

ﾃSC

348,950▲

bﾃ3sB

591,00()

3,334,000

&

140,000 倡浦H檠^(

ﾓ"ﾃ#

100,000

700,000

△7,288 冩

ﾃ

ﾃイ津ccR

2,200,Oo比

佝9*)N

ll 冰洩

ﾃ3

鼎"ﾃ

残析

8
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上記のとおり決恭しましたQ
平成18年3月31日13旧本館､右肘実費12400001993000△753000[､とゝー

茨雛立土浦第‑‑(‑LJ,描学校進修同窓会会長絡谷祐一指R別添治料のおり 加7
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平成18年3月31日監事梅搾正之進印合計13,298,00013,334,000△36,GOO
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