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　令和４年10月に創立百周年事業として同

窓会名簿の発行を予定しております。購入

を希望される方は同窓会事務局までお知ら

せ下さい。

　名簿の使用につきましては、悪用なきよ

うお願いいたします。

　尚、同窓会事務局を名乗る者から不審な

電話がかかってくる事例がありますので御

注意下さい。

事務局からのお知らせ

峰山高校同窓会事務局

電　話 0772−62−0787

ＦＡＸ 0772−62−1013

E-mail mineko-dosokai@abelia.ocn.ne.jp

M I T S U J I   N O G I

同窓会会長

野 木 三 司

HIROSHI  NAKAMICHI

校　長

中 道 　 浩

御挨拶

御挨拶

　平素より、同窓会員の皆様には格別のご理解と
ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症による影響で、
この２年間にわたり各支部での事業をはじめ卒業
30年目の同窓会、還暦同窓会やその他、恒例とな
りました取り組みの全てが中止や延期となり、携
わってこられた皆様、関係される皆様のご心中い
かばかりかとお察しいたします。
　同時に皆様に創立百周年を周知徹底できないこ
とが残念でなりません。しかし、このような状況
下ではありますがいよいよ本年、峰山高校は創立
百周年の記念すべき年を迎えました。11月12日に
予定しています創立記念式典を一人でも多くの会

員の皆様と一緒にお祝いできますよう、峰山高校
の歴史から学び更なる発展を願い、残り僅かな期
間ですが全力で取り組んで参ります。
　皆様には本年同様に、次の時代へ向けても引き
続きご支援ご協力を賜りますよう宜しくお願い申
し上げます。

　同窓会の皆様には、ますます御健勝にて御活躍
のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本
校教育に多大なる御支援と御協力を賜り、心より
感謝申し上げます。
　さて、令和２年度に丹後地域の高校が再編統合
され、弥栄分校は令和３年度末をもって74年の輝
かしい歴史に幕を閉じました。閉校に際しては同
窓会より立派な記念碑を寄贈いただき、厚くお礼
申し上げます。「ここ奈具丘に 心を耕し 心を彩る」
と刻まれた記念碑は、この地に弥栄分校が確かに
存在した証として、また、分校ゆかりの全ての皆
様の心の故郷として永遠に残ります。是非御覧下
さい。

　「求めてやまじ　高き理想を！」の校是のもとに
共に歩んだ弥栄分校の歴史に学びながら、峰山高
校本校はICT教育、地域密着型探究活動など、特色
ある教育を展開し、北部の中核校として時代をリー
ドする若者の育成に取り組んで参ります。
　今年、峰山高校は創立百周年を迎えます。この
節目を次の百年に向けた新たなスタートとして、
教職員と生徒が一丸となって峰高の伝統を継承し、
更なる発展のため、邁進して参ります。
　今後とも同窓会の皆様の御支援、御協力をよろ
しくお願い申し上げます。

校是

　「求めてやまじ 高き理想を！」

氏　　　名 卒年

同
窓
会
本
部

会　 長 野 木 三 司 48
副会長 櫛　田　恵里子 45
副会長 田　中　智　子 49
副会長 今　田　弘　一 50
副会長 福　島　美恵子 51
副会長 味　田　佳　子 58
理　 事 高　倉　宏　尚 45
理　 事 西　垣　光　俊 47
理　 事 石　嶋　政　博 49
理　 事 田　崎　敬　章 49
理　 事 森　　　一　彦 51
理　 事 西　村　まさみ 51
理　 事 京　崎　　　操 51
理　 事 山　本　一　之 52
理　 事 本　城　稔　恵 52
理　 事 平　井　良　行 53
理　 事 堀　　　孝　之 53
理　 事 堀　　　紀　博 57
理　 事 寺　田　康　子 57
理　 事 宮　腰　仲　世 58
理　 事 松　本　千代美 63
監　 査 糸　井　　　錦 48
監　 査 豊　田　公仁子 54

氏　　　名 卒年

同
窓
会
本
部

顧　 問 垣　中　　　均 33
顧　 問 渡　利　謙太郎 48
顧　 問 平　井　清　司 50
事務局兼会計 井　上　繁　之 53
庶　 務 上　田　将　太 H15
庶　 務 行　待　利　康 R1

大
阪
支
部

支部長 真　柴　誠　市 45
副支部長 奥　田　良　一 38
副支部長 安　達　　　学 43
会　 計 藤　本　か　よ 41
相談役 平　井　義太郎 20
相談役 岡　田　孝　行 33

京
都
支
部

支部長 大　同　一　生 44
副支部長 沖　　　忠　之 38
副支部長兼事務局長 田　中　賢　一 47
会 計 矢　谷　則　夫 44
相談役 平　井　義　昌 30
相談役 田　中　駿　介 39

関
東
支
部

代表幹事 尾　瀬　俊　憲 40
副代表 吉　岡　秋市郎 40
会 計 松　本　直　弘 40
事務局 中　村　隆　保 54

峰山高等学校同窓会役員名簿　　Ｒ3─Ｒ5
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　峰山高校は１学年、普通科４クラスと機械創造科１クラスの計５クラスで編成されています。普通科は１年次に各自の希望で標準クラ
スと発展クラスに分かれ、自分のペースでしっかりと学力を養い、２年次からは自身の興味、関心と希望進路実現に向けて文理探究の文
系と理系に分かれ学びを深めます。機械創造科は１年次共通のカリキュラムでものづくりに関する知識や技能を身につけ、２年次からは
進学系のプログレスコースと就職系のマイスターコースに分かれ、地域産業界の協力を得ながらそれぞれが目的とする力を育成していき
ます。
　全校生徒は約570名と丹後通学圏最大規模で、校是（教育スローガン）の「求めてやまじ　高き理想を！」にあるように、学習はもち
ろん探究活動や部活動、ボランティア活動にと高い理想を求めて様々な分野で活躍しています。

生徒の活躍 
（R1（H31 ）～ R3）

※最初の数字は年度、Ｒは省略しています。掲載項目が多い場合は競技名や正式名
称を割愛し、次の略称によって包含する学校の範囲を示します。全は全国高校、近
は近畿高校、府は府内の高校、府立は府立高校、両は両丹の高校の（選手権）大会（試
合）を指します。予は予選、出は出場、個は個人、団は団体、Ｂはベスト、Ｓはシングル
ス、Ｄはダブルス、総文は総合文化祭、SAはWe Are Sneaker Ages、Ｇはグランプリ
大会、IHは高校総体（インターハイ）、Ｙはユースの略です。

野球部 １春季府Ｂ８、第101回全京都大会Ｂ８

卓球部

１春季高府２次予出男団・女Ｄ（古岡美紘・坪倉里奈）、府秋季府２次予出男団・男Ｄ
（岸本晴輝・西村夏月）、３ 春季高府２次予出男Ｓ（牡司大貴）、両新人男Ｓ（髙田煌

世）２位・（牡司大貴）３位、府秋季府２次予出男団・男Ｓ（髙田煌世）（牡司大貴）、男Ｄ
（髙田煌世・牡司大貴）

バレーボール部 １IH府Ｂ16、新人府Ｂ16 

男子テニス

１近京２次予Ｄ（古川翔太・谷川房衡）Ｂ32、京Ｓ（糸井智也、谷川房衡、谷口調）Ｂ
64、D（古川翔太・谷川房衡）Ｂ32、２府立Ｓ（下野啓）Ｂ16、近京２次予Ｓ（下野啓）Ｂ
64、Ｄ（谷川房衡・下野啓）Ｂ32、近公立Ｓ出（谷川房衡、下野啓）、３IH府２次予Ｓ（谷
川房衡、下野啓）Ｂ64、同Ｄ（谷川房衡・下野啓）Ｂ32、近府２次予Ｓ（下野啓、梅田渉）
Ｂ64、同Ｄ（下野啓・梅田渉）Ｂ32、府選手権Ｓ（下野啓、梅田渉）Ｂ64、同Ｄ（下野啓・
梅田渉）Ｂ32、近公立Ｓ出（下野啓） 

女子テニス １府Ｓ（笠井麻菜美）Ｂ64、２全選抜府予団Ｂ16

ソフトテニス部

１府個出（石河優喜、渡利勇紀）、府団女出、府選抜個出（白波瀬健哉、吉岡公誠）・（堀 
花帆・木下凛子）、府Ｄ大会出（白波瀬健哉、吉岡公誠）、２府選抜個出（古嶋勇気、新治
星哉）、３府個出（田家徹大、新治星哉）、府選抜個男出（和田然、足達祐介）、同女（小石
原万衣、平野沙夏）

サッカー部 ３高円宮杯U-18サッカーリーグ京都2021　３部Ｉブロック８位
アニメーション ３「リトルポリス大作戦（特殊詐欺被害防止）」動画制作し京都府警より感謝状を授与
演劇部 １京都府演劇大会両丹支部予選にて『骨壺』を上演
地学研究部 １日本ジオパーク全国大会（おおいた大会）ポスター発表

吹奏楽部 １京都府吹奏楽コンクール高校生の部小編成銀賞、２京都府吹奏楽コンクール高校
生の部小編成銀賞

剣道部 ２全日本剣道連盟段位審査会　剣道三段合格（玉岡侑樹）

美術部

１第43回全総文佐賀（古鞘歩花、畑中みずき）、第39回近総文京都（山下智聡）、京総
文最優秀賞（畑中みずき）、京都府デッサンコンクール優秀賞、２第44回全総文高知

（畑中みずき、福田玲音）、第40回近総文奈良（民谷彩乃）、京総文最優秀賞（小西美
菜）、京都府デッサンコンクール優秀賞、３第45回全総文紀の国わかやま総文2021

（福田玲音）、第38回京総文優秀賞受賞（福田玲音）、第46回全総文とうきょう大会出
品（山本隼図）

軽音楽部

１SA第40回関西地区Ｇ出、２SA第41回関西地区Ｇ出、３甲陽音楽学院「高校生バン
ドフェス2021 in KOBE」決勝大会特別賞（バンドEmö）、「全軽音部対抗バンドバトル
2021冬の陣」決勝進（バンドRedo）ベストドラム賞１位（谷一弥）、SA第42回関西地
区Ｇ出（５年連続10回目）「大阪芸術大学賞」、４「第６回京軽音楽コンテスト新人」準
Ｇ⇒全総文に京都代表として出場予定（バンドfunny stripe）、甲陽音楽学院「高校生
バンドフェス2022 in KOBE」決勝大会準グランプリ（バンドCRAZY BLUES）

陸上競技部

１U18日本陸上男出（富永健心）、近Ｙ2 年男円盤投３位（富永健心）、同１年女砲丸
投２位（山下唯香）、同１年男ハンマー投７位（坂根玄太郎）、同１年女円盤投出（小
谷輝）、同１年女やり投出（山下唯香）、２全男円盤投優勝（富永健心）、同男ハンマー
投出（坂根玄太郎）、近Ｙ2 年女砲丸投２位（山下唯香）、同２年男ハンマー投４位（坂
根玄太郎）、同２年男円盤投出（坂根玄太郎）、同１年女走幅跳７位（今岡理実）、同１
年男110ｍH出（梅田空）、３IH男ハンマー投出（坂根玄太郎）、U18男110ｍH出（梅田
空）、日本室内U18の部60ｍH出（梅田空）、同U18の部60ｍH出（今岡理実）、近IH男ハ
ンマー投優勝（坂根玄太郎）、同男円盤投出（坂根玄太郎）、同男砲丸投出（坂根玄太
郎）、IH男ハンマー投出（出向井稔弘）、同女砲丸投出（山下唯香）、同女やり投出（沖
鈴覇）、同男110ｍＨ出（梅田空）、同２年女三段跳２位（今岡理実）、同２年男やり投出

（稲田翔永）

学校だより

タブレットを使っての学習

探究活動スタート

機械創造科　課題研究

写真部作品
京丹後市 議会だより

に掲載
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　令和４年３月をもって弥栄分校は閉校となりました。最後の卒業生は農園芸科９名、家政科14名の計23名でした。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のために学校生活はいろいろと制限を受けました。それでも、最後の卒業生は

制約がある中、学校祭「体育の部」や「奈具丘祭」を例年以上に盛り上げて成功に導いてくれました。また、３年生

にとって３年間の学習の集大成ともいうべき課題研究も素晴らしい内容でした。弥栄分校の長い歴史を締めくくるに

ふさわしい立派な活躍を見せてくれました。

　弥栄分校は閉校しましたが、これまでの弥栄分校の素晴らしい教育実践はこれからも長く語り継がれることでしょう。

（令和３年度弥栄分校副校長　荒木　伸）

過去３年間の進路実績

弥栄分校だより

就
職

■過去３年間の卒業生合格状況
●国公立大学
鳥取19、島根7、島根県6、京都教育6、大阪5、京都府5、兵庫県5、福知山公4、神戸4、
信州3、滋賀県3、和歌山3、京都工芸繊維3、京都府医3、公立鳥取環境3、岡山3、
尾道市3、徳島3、静岡県2、富山2、大阪市2、高知工科2、広島市2、下関市2
●私立大学
佛教103、龍谷80、近畿51、京都産49、立命館35、京都先端科33、京都橘27、関西
27、神戸学院25、京都女18、藍野13、摂南11、阪南11、京都文教10、大谷10、追
手門学10、関西外10、関西学院10、同志社9、大阪産9、大阪経8、甲南女8、金沢工7、
関西福祉科7、大阪工6、岡山理6、京都外5、帝塚山5、京都医療科学4、京都光華女
子4、大阪国際4、ノートルダム4、大阪人間科4、関西国際4、大和4、天理4、桃山学4、
広島工4、びわこ成蹊3、花園3、大阪学院3、大阪樟蔭女3、関西医療3、四天王寺3、
神戸国際3、神戸女3、流通科3、畿央3、梅花女、酪農学園、吉備国際　他
●短期大学
関西外5、京都文教4、龍谷4、京都経済3、四天王寺3、岐阜市2、滋賀2、三重2、池坊2、
華頂2、嵯峨美術2、大阪成蹊2、豊岡3、湊川3、武庫川女2、京都西山　他
●専修各種学校・訓練校
京都ＩＴ会計法律11、京都府立看11、神戸総合医療6、京都芸術デザイン5、舞鶴医
療センター附看5、京都医健4、大阪工業技術4、京都医療センター附看3、京都職業
能力開発4、京都第一赤十字看2、京都保健衛生3、京都府医師会看2、京都理容美容
4、近畿職業能力開発大2、愛仁会看護助産2、京都中部総合医療セ看、公立南丹看、
京都中部総合医療セ看、京都栄養医、京都調理、日本調理製菓、京都製菓製パン、
青池調理、京都芸術デザ、大阪観光、総合学園ヒューマン、修成建設2、大阪アミュー
ズメント2、上田安子3、大阪医療福2、大阪保健福3、 大阪バイオ2、関西美容2、関
西総合リハビリ2、ヴェールルージュ美容2、神戸医療福祉2、ホスピタリティツーリズ
ム2、ミス・パリエステティック、大阪ビジネスカレッジ、京都動物、兵庫県立但馬技
術大学校2、京都府立農業大学校3、京都府立林業大学校、福知山高等技術　他

●就職
きんでん8、日進製作所5、日本血液製剤4、ヒロセ工業2、阪村エンジニアリング2、小松製作所2、京都三菱自販売2、京都警察官2、 
韋城製作所、カルビー、神戸製鋼、関電プラント、京都北都信用金庫、小森製作所、三晃金属工業、日本郵便、ヤマモト、京都
府学校事務、京都府職員、警視庁警察官、陸・海・空自衛隊、山崎製パン、田崎住建、佐川急便、Hotel&Resorts KYOTO-MIYAZU、丹
後福祉会2、みねやま福祉会2、はしうど福祉会、同和園、あゆみが丘学園、アウルコーポレーション、油屋2、紫野和久傳、さ
とう、グンゼ、養父織物、ベルマリエ、川戸鉄工所、北都建設、加悦ファーマーズライス、竹原美創、久保工務店、治元、ポラ
リス、フェニックス、京都電機器、トクデン、スズキ自販京都、タカアキ、トモコ・グローバル・スタイル、大和リゾート、ペ
シュール、五健堂、和知町京丹波升谷畜産振興組合　他

進
学 R2年度 R元年度 H30年度

国公立４大 46 42 29

私 立 ４ 大 82 78 113

国公立短大 1 2 0

私 立 短 大 5 10 17

専門学校等 45 42 60

就 職 32 38 46

過去３年の進路状況（実数）本校＋分校

自習室の様子（エアコン、個人学習ブース、
LED照明完備）

農園芸科の生徒 家政科の生徒による奈具丘祭でのファッションショー 松花堂弁当作り
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同窓会ニュース
最後の同窓会（昭和40年入学生）

　令和元年11月２日、同年122名の参加のもと「最後の同窓会」と銘打って、母校峰山高校体
育館に集合し記念撮影の後、町内を散策しながら懇親会場プラザホテル吉翠苑へ移動しました。
懇親会開会にあたり、ブラスバンド部さんの伴奏に合わせ校歌斉唱、みんな久しぶりに声高ら
かに歌いました。
　長島雅彦校長先生、今田弘一同窓会副会長の祝辞をいただいた後、懇親の宴へと移り、ギター
弾き語り・マジックショーを挟みながら至福の時間を楽しみ散会となりました。私たち昭和43
年卒業同窓会は、平成10年の入学30周年・卒業30周年・卒業40周年・50周年等々、京都会場

（坪倉茂明代表幹事）と交互に、都合８回の同窓会を開催してきており、毎回、大勢の参加があ
り同窓の皆様には心より感謝しております。
　最後の同窓会となりましたが、母校への思い、郷土への深い思いは変わることはありません。
同窓の皆様が益々ご健勝で活躍されますことを祈念しております。 　幹事代表　　五宝　英一

卒業30周年同窓会（昭和60年入学生）
　先ずは、盛大かつ大盛況に開催できたことについて、改めて参加してくれた同窓生に感謝申
し上げます。30年という永き歳月で刻まれた苦楽のシワが人の味となり深みとなり、みんな本
当にいい顔をしていたことがとても印象に残っています。「昭和」の高校時代を懐かしみ、「平成」
を生きた証を語り、「令和」への希望を願い、あの頃と同じ笑顔で過ごしたあの時間は折り返し
を過ぎた人生の中でまたきっと大きな励みになると思います。次の時代でまた・・と、夢を持
ちつつ、少し先、またみんなが笑顔で再会できることを楽しみにしています。 　堀江　正男

（※同窓会に５万円の寄付を頂きました。ありがとうございました。）

卒業30周年同窓会（昭和61年入学生）
　令和２年１月２日、プラザホテル吉翠苑さんをお借りして、卒業30周年記念同窓会を開催い
たしました。当日は170人を超える多くの卒業生、恩師の先生方にも出席をして頂き賑やかな同
窓会となりました。二次会からは各クラスに分かれ、さらに昔話に花が咲き、最後はお互い健
康で、またの再会を約束しました。翌年からコロナにより開催ができていないと聞いています。
1日でも早いコロナの終息を願うばかりです。 　岩田　善雄

（※同窓会に５万円の寄付を頂きました。ありがとうございました。）

還暦同窓会（昭和50年入学生）
　令和元年10月26日（土）17：00より峰山町杉谷のプラザホテル吉翠苑において、還暦同窓会
を開催しました。野木三司同窓会長様と４名の恩師にご参加頂き、同窓生の参加者は102名でし
た。外見が大きく変わった人から、高校生のままの人など様々でしたが、40年以上の時を超え
て楽しいひと時を過ごしました。それぞれの場でのみなさまのご活躍をお祈りいたします。
 　実行委員長　　多賀野　一彦

（※創立100年記念事業に５万円の寄付を頂きました。ありがとうございました。）

京都支部だより
　京都支部では、残念ながらコロナの影響で、直近３回に亘り懇親総会の開催を中止とさせて頂きました。次回（令和５年）懇親総会開催の可否は、
今秋口に常任委員会で決める予定としています。
　開催の運びとなりましたら、夫々にお誘い合わせの上、是非とも多くの皆様方の参加を宜しくお願い致します。そして、久し振りの再会を喜び
合うと共に、母校の創立100周年を祝福し、同窓会でしか味わえない楽しいひとときを過ごして頂ければと願っています。
 　京都支部長　　大同　一生（昭和44年卒）

関東支部だより
　東京オリンピック期間中（延期前）の2020年８月に関東支部懇親会を計画いたしましたが、コロナ禍のため中止いたしました。前年秋にホテル
30室を確保しご案内したところ、多数の方からご参加の申し込みを頂き、感謝申し上げます。関東支部会員の皆様にはご案内葉書を発送する前に
中止を決定したため、状況を報告できないまま今日に至り、お詫び申し上げます。2023年には開催できると期待しております。５年ぶりの開催と
なります。多数の皆様からのご参加をお待ちしております。 　代表幹事　　尾瀬　俊憲（昭和40年卒）

大阪支部だより
　大阪支部は令和３年・４年と２年間同窓会を中止しました。令和５年こそは開催できればと思いますが、具体的な月日は未定です。コロナ禍は
一向に終息せず、友人や家族との語らいや食事もままならないまま、毎日が過ぎゆきます。いまほど家族や友人とのつながり、労いの大切さを感
じたことはありません。萌葱色の若葉映える香りの春を心待ちにしながら健康でありますように。少しは身体を伸ばし、そこまで歩いてみるかと
皆様が体調管理されて再びお会いできることを願うばかりです。 　大阪副支部長　　安達　学（昭和43年卒）

各部だより

峰山高校　昭和43年卒業生同年会　令和元年11月２日

昭和60年度　峰山高等学校入学同窓会　平成31年１月２日



6　　峰・高・同・窓・会・報　　NO.12　

＜整備事業計画案＞
　峰山高校創立100周年記念事業実行委員会は、「峰高エリア100」の整備を記念事業として整備することを決定しました。
　「峰高エリア100」は、峰高生が楽しく潤いのある学校生活を過ごすとともに、多様な学習環境に対応できる多目的な『エ
リア』の創設を目的としたものです。この「エリア整備」は、府立峰山高校の教室活用としての厳しい制限があるなか、
現役生徒とのワークショップを重ね、様々な意見や想いを可能な限り実現することを目指したものです。
　整備内容は、添付の「峰高エリア100」イメージ図にあるように、小グループ会議や講義や円形討議など目的に
合わせた可変設置ができる机と椅子やホワイトボード、くつろげるソファー席、ひとりぼっち席、小あがりの畳、

株式会社日進製作所様より、体育館の演台を寄付し
て頂きました。 美術部生徒によるイラスト
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同窓会冊子や同窓生の制作作品とともに生徒の作品を展示できる展示用棚を設置するものです。
　整備後には「100周年記念エリア」として、在校生そして次世代の峰高生が学習エリアとともに、創造的かつ自
主的運営エリアとして持続的に利活用してもらえることを期待しています。
　峰山高校は、北部地域の高校再整備計画のなかで重要な拠点校として名称とともに存続することとなっています。
この創立100周年記念事業が、次の100年に向かっても、母校が北部地域の中心的役割を果たしていくための記念
事業となるように願って実施するものです。

homepage Facebook Line

イメージ図

今秋　皆で楽しめる文化祭を企画中！　下記ページで情報発信中

卒業生のみなさんへ学校を一日開放！
Coming soon
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峰山高校創立100周年記念事業への募金、最終のお願い峰山高校創立100周年記念事業への募金、最終のお願い
　本年、峰山高校は創立100周年を迎えました。

　これまで多くの会員の皆様より記念事業の為に寄付金を賜り、衷心よりお礼申し上げます。

同時に、募金の依頼に際しまして、短期間に複数の郵便物を送付することになり、ご迷惑と混

乱をおかけいたしましたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。

　実行委員会では、現在の厳しい状況を踏まえて当初予定していました事業を見直し、本誌に

掲載しています事業を推進することといたしました。予算額も大幅に減額いたしましたが、ま

だ皆様へ募金のお願いをせざるを得ません。

　どうか、母校の記念すべき100周年事業に対し、いま一度ご協力をお願いします。

　尚、募金の依頼を送付いたしますことは今回が最終です。お手数をおかけしますが、下記の

口座へご寄付くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

峰山高校同窓会　会長　野木　三司
峰山高校創立100周年記念事業実行委員長

スマートフォンアプリ決済サービスが対応可能になりました

※各アプリより同封の振込用紙に出力されているバーコードを読み取り決済してください。
※決済画面に「サラト」が表示されますが、決済システムを㈱サラトに委託している為ですのでご
安心ください。

峰山高校創立100周年記念事業募金部会（（　）内は卒年）

部 会 長  大　同　一　生 （44）
部 会 員 山　本　　　正 （43）
　 同 　  井　上　　　敏 （46）

部 会 員 錦　織　幸　子 （46）
　 同 　  櫛　田　恵里子 （45）
　 同 　  田　中　智　子 （49）


