
第３０号　２０１９年（平成３１年）３月１日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 挨拶・1期目の主な事業報告・2期目の主な推進事業 会長（第42期） 臼田　佳彦
2 平成時代最後の会報 理事長 上野　雅子

本会報誌について
3 校長寄稿文 学校長 知念　義裕

同窓会会員総数／定期総会のお知らせ
4 学校の近況報告 副校長 小畑　雅一

　7年目を迎えた農家民泊体験旅行／部活動の報告／
　教職員の永年勤続表彰及び異動

5 　機械科の近況報告 機械科科長 村山　隆
　電気科の近況報告 電気科科長 深川　剛

6 　普通科の近況報告　ビジネスコース ビジネスコース科長 湯尻　英明
　　　　　　　　　　文理コース 文理コース科長 関根　章道

7 　部活動報告（バドミントン部） バドミントン部顧問 田中　英明
　生徒会報告 生徒会会長 北村　玲王

8 第38回（平成30年）定期総会
　平成29年度 収支決算報告／定期総会及び懇親会報告

9 　平成30年度 同窓会組織図／平成30年度 事業計画
10 主な行事報告

　新幹事懇親会／平成30年度(第94期) 同窓会幹事名簿／東実祭
11 　拡大幹事会／第35回懇親旅行／平成31年新年会／寄付者名簿
12 寄稿・投稿欄

　総会・懇親会に出席して 第35期 末永　友昭
　第35回懇親旅行記 常任幹事・第29期 箕輪　弘数

13 　先輩から後輩への手紙 第34期 喜納　淳
14 　川柳（投句） 第37期 小泉　耕一郎

　マーチングバンド部発足40周年記念式典を開催しました
　（Phoenix　Regiment 定期演奏会開催案内）

マーチングバンド部OB会
会長（第61期）

井上　雅博

15 新任役員紹介
　羽田　克萌（第90期）／本荘　和音（第90期）
　長瀬　隆史（第68期）／秋本　宏（第59期）

16 会員通信欄
　渡邉　正信（第30期）／市川　達雄（第41期）
　世界最高記録樹立・世界大会出場！！（第77期・風見　尚）

17 　世界で活躍！83歳のランナー中野陽子（元職員・中野冨美子）
　行事開催案内の返信ハガキ備考より

18 物故者／個人情報の取り扱いに関する基本方針
19 協賛広告（9社）／広告主募集
20 事務局だより

　主な同窓会行事と参加のお願い！／同窓会名の電話に“ご注意„／

　卒業記念アルバム貸与・贈呈のお願い／常任幹事を募集しています

　ホームページにバナー広告を掲載しませんか／編集後記

第２１号（２０１０年発行）～第３０号（２０１９年発行）

氏　　　　　　　　　　　名

東京実業高校同窓会 

広報部 



第２９号　２０１８年（平成３０年）３月１日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 就任2年目を迎えて 会長（第４２期） 臼田　佳彦
2 ２０１７年度を振り返って 理事長 上野　雅子

姉妹校交換留学生制度発足50周年とその経緯について 学校長 知念　義裕
3 学校の近況報告 副校長 小畑　雅一

　「屋久島」への修学旅行／部活動報告
　／教職員の永年勤続表彰及び異動

4 　機械科の近況報告 機械科科長 村山　隆
　電気科の近況報告 電気科科長 深川　剛

5 　普通科の近況報告　ビジネスコース ビジネスコース科長 湯尻　英明
　　　　　　　　　　文理コース 文理コース科長 関根　章道

6 　部活動報告（簿記部） 田口　結香
　生徒会報告 生徒会会長 菅野　水月

7 寄付金募集について／本会報誌について
　／平成３０年（第３８回）定期総会　開催のお知らせ

8 平成２９年定期総会
　平成２８年度 収支決算報告／平成2９年度 事業計画

9 　平成２９年度 同窓会組織図／定期総会及び懇親会報告
10 同窓会旗・同窓会のあゆみ
11 主な行事報告

　第３４回 懇親旅行／平成３０年 新年会
　／新幹事懇親会／平成２９年度(第９３期) 同窓会幹事名簿

12 　東実祭／拡大幹事会／兄弟校同窓会合同懇親会／叙勲授章
13 “すばらしい„クラスメートと恩師遠藤幸喜先生 第３５期 星　勝治(旧姓 本宮)

第６７期普通科同窓会開催／個人情報の取扱い 第６７期 山岸
14 会員通信欄／物故者／尋ね人／寄付者名簿／同窓会会員総数
15 協賛広告（１０社）
16 事務局だより

　主な同窓会行事と参加のお願い！／同窓会名の電話に“ご注意„／

　卒業記念アルバム貸与・贈呈のお願い／常任幹事を募集しています

　ホームページにバナー広告を掲載しませんか／編集後記

第２８号　２０１７年（平成２９年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 会長就任にあたり 会長（第４２期） 臼田　佳彦

東京実業高校同窓会会員総数／卒業記念アルバム貸与・贈呈のお願い！

2 2016年を振り返って 理事長 上野　雅子
本校におけるキャリア教育 学校長 知念　義裕

3 学校の近況報告 副校長 小畑　雅一
　表彰が決定キャリア教育優良校として文部科学大臣より表彰が決定

　東実スカラシップ（奨学金）／部活動の報告
　 　教職員の永年勤続表彰及び異動
4 　機械科の近況報告 機械科科長 村山　隆

　電気科の近況報告 電気科科長 深川　剛
5 　普通科の近況報告　ビジネスコース ビジネスコース科長 湯尻　英明

　　　　　　　　　　文理コース 文理コース科長 藤吉　大介
6 　部活動報告（男子バスケット部） 「初心、忘るべからず」 顧問 渕田　和良

　生徒会報告 生徒会副会長 広野　龍樹
7 寄付金募集について／同窓会名の電話に“ご注意„／本会報誌について

8 平成２８年定期総会
　平成２７年度収支決算報告／定期総会報告

9 　懇親会報告／平成28年度事業計画／役員名簿
10 主な行事報告

　第33回 懇親旅行／東実祭／拡大幹事会／
　新幹事懇親会・平成２８年度（第９２期）同窓会幹事名簿

11 　新年会／物故者／第2代会長村松濱代氏逝去の報
12 村松濱代大先輩を悼む 常任幹事（第２９期） 箕輪　弘数

岡野先生さようなら 相談役（元職員・第４６期） 飯塚　方子
13 同窓会と私 顧問（前会長・第3４期） 本田　位公子

第67期普通科A・B組　同窓会開催 第６７期・普通科 井上　清詞
14 同窓会新年会と米国での近況 第54期・普通科 竹村　和治

返信ハガキ備考欄より
15 平成２９年（第３７回）定期総会開催のお知らせ／協賛広告（８社）

16 事務局だより
　主な同窓会行事と参加のお願い！／広告掲載のお願い！／
　写真及び随筆の募集について／会員名簿及び法令遵守について
　編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第２７号　２０１６年（平成２８年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 前を向いて 会長（第３４期） 本田　位公子
2 平成二十七年度の所感 理事長 上野　雅子

奨学金(スカラシップ)について
3 年の瀬に思う 学校長 知念　義裕

同窓会会員総数
本紙について

4 学校の近況報告 副校長 小畑　雅一
　（新入生と新校舎／キャリアセンター／部活動報告／

　 　　教職員の永年勤続表彰及び異動）
5 　機械科の近況報告 機械科科長 村山　隆

　電気科の近況報告 電気科科長 深川　剛
6 　普通科の近況報告　ビジネスコース ビジネスコース科長 湯尻　英明

　　　　　　　　　　文理コース 文理コース科長 藤吉　大介
7 　部活動報告（映画研究部） 顧問 小島　茂

　生徒会報告 生徒会長 與那嶺　康紀
8 平成２７年定期総会

　平成２６年度収支決算報告／定期総会・懇親会報告
9 　平成２７年度事業計画／役員改選資料／役員名簿

10 主な行事報告
　第３２回懇親旅行／平成２８年新年会

11 　拡大幹事会：臨時・通常／東実祭／新幹事懇親会
12 寄稿・同期会

　木更津竜宮「ホテル三日月」にて 第３６期 石原　孝
　物故者

13 　昭和34年卒業　機械科クラス会の思い出 第３４期 鈴木　正
　私の戦後７０年 第３２期 石川　サカエ

14 　TO be I why I right person ? 第３８期 鈴木　昭彦
返信ハガキ備考欄より

15 協賛広告（１０社）
16 事務局だより

　「主な同窓会行事」と参加のお願い／平成２８年定期総会
　開催のお知らせ／「同窓会名の電話」に注意して下さい／
　「会員名簿・法令遵守」等について／　「写真・随筆」の募
　集について／「卒業アルバム」貸与・贈与のお願い
編集後記

第２６号　２０１５年（平成２７年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 創立九十周年のお祝い 会長（第３４期） 本田　位公子
2 徒然なるまゝに 理事長 上野　雅子
3 「パンチのある人生をめざして」 学校長 上野　毅
4 学校の近況報告（新校舎竣工記念祝賀会／本校初のプロ野球選手） 副校長 知念　義裕
　 　部活動の報告（活躍の様子）

（陸上競技部・マーチングバンド部・サッカー部・野球部）
　教職員の永年勤続表彰及び異動

5 機械科の近況報告 機械科科長 佐藤　卓司
電気科の近況報告 電気科科長 長谷川　浩

6 普通科の近況報告　ビジネスコース ビジネスコース科長 小島　茂
　　　　　　　　　文理コース 文理コース科長 藤吉　大介

7 部活動報告（柔道部） 監督　宮地　裕・顧問　千田　一雄
生徒会報告 生徒会長 松田　慧　

8 平成２６年　定期総会（収支決算報告・役員・事業計画）
　平成２５年度収支決算報告書／定期総会・懇親会

9 　平成２６年度同窓会組織図／平成２６年度事業計画
10 主な行事報告

　定期総会／懇親旅行
11 　オープンハイスクール／新幹事（第９０期）懇親会・名簿 第２８期 中島　實
12 　新年会／拡大幹事会
13 同期会・叙勲授章の報告 第２９期 横山　恭之

　卒業５０周年記念「一泊旅行クラス会」 第３８期 日下部　銑五郎
　叙勲授章 第３８期 飛田　昭

14 特集　創立９０周年によせて
　素晴らしい出会いに感謝 元副校長 青木　英二
　戦時中の体力章検定 第１７期 村松　濱代

15 　あれから６０年 第２８期 関根　秀夫
16 　尻たゝき棒 第１９期 塩澤　三郎

　ＴＯＰＩＣＳ・ＮＥＷＳ
17 返信ハガキの備考欄より
18 同窓会会員総数／物故者／協賛広告（４社）
19 協賛広告（７社）
20 事務局・各部会だより／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第２５号　２０１４年（平成２６年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 この一年に感謝 会長（第３４期） 本田　位公子
2 新しい“東実„に向かって 理事長 上野　雅子
3 「東実と高大連携について」 学校長 上野　毅
4 学校の近況報告 副校長 知念　義裕
　 　部活動の報告（活躍の様子）

（硬式野球部・サッカー部・マーチングバンド部・陸上競技部）
　教職員の永年勤続表彰及び異動

5 機械科の近況報告 機械科科長 佐藤　卓司
電気科の近況報告 電気科科長 長谷川　浩

6 普通科の近況報告　ビジネスコース ビジネスコース科長 小島　茂
　　　　　　　　　文理コース 文理コース科長 藤吉　大介

7 華道・茶道部 華道・茶道部顧問 田中　清江
生徒会報告 生徒会長 羽田　克萌

8 平成２５年　定期総会（収支決算報告・役員・事業計画）
　平成２４年度収支決算報告書／定期総会・懇親会

9 　平成２５年度同窓会組織図／平成２５年度事業計画
10 主な行事報告

　懇親旅行／オープンハイスクール（東実祭）
11 　拡大幹事会／新年会／新幹事（第８８期）懇親会・名簿 第２８期 中島　實
12 同期会報告 第２９期 横山　恭之

　米寿を祝って１９期（十九実会） 元教員（第１９期） 細江　和四郎
　卒業５０周年記念「一泊旅行クラス会」 第３８期 日下部　銑五郎

13 返信ハガキの備考欄より
14 校舎建替えに伴う建設資金募集趣意書（写し）
15 同窓会会員総数／物故者

　／第６４回男子全国高校駅伝大会応援記 東京高校同窓会幹事 古寺　博
16 事務局だより／編集後記

第２４号　２０１３年（平成２５年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 本を読む 会長（第３４期） 本田　位公子
2 平成２４年度雑記 理事長 上野　雅子

「東京実業と蒲田のつながり」 学校長 上野　毅
3 学校の近況報告 副校長 知念　義裕
　 　部活動の報告（活躍の様子）

　（マーチングバンド部・レスリング部・柔道部

　　・サッカー部・陸上競技部）
　教職員の永年勤続表彰及び異動

4 機械科の近況報告 機械科科長 佐藤　卓司
電気科の近況報告 電気科科長 長谷川　浩

5 普通科の近況報告　ビジネスコース ビジネスコース科長 小島　茂
　　　　　　　　　文理コース 文理コース科長 高橋　修

6 部活動報告（卓球部） 卓球部 藤田　稔
生徒会報告 生徒会長 林　賢五

7 平成２４年　定期総会（収支決算報告・役員・事業計画）
　平成２３年度収支決算報告書／定期総会・懇親会

8 　平成２４年度同窓会組織図／平成２４年度事業計画
9 主な行事報告

　東実祭／拡大幹事会／懇親旅行／新年会
10 　第２９回懇親旅行へ初参加 第２８期 中島　實
11 東実と模型工作 第２９期 横山　恭之

「東京どんぶらこ・界隈ルポ」記事紹介･･･田宮履物店 第２３期 田宮　惟吉
12 返信ハガキの備考欄より
13 同期会報告

　二十年ぶりのクラス会 第３４期 浜住　芙美枝
　「同窓会で逢いましょう」 第４１期 知念　大量

14 先生から教え子への手紙（花房悦子先生から） 第４６期 飯塚　方子
15 平成２４年度（第８８期）同窓会幹事名簿／物故者

　／全国高校駅伝寄付金ご協力のお礼！／同窓会会員総数
16 事務局だより／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第２３号　２０１２年（平成２４年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 絆 会長（第３４期） 本田　位公子
2 東日本大震災の年に 理事長 上野　雅子
3 「２０１１年」 学校長 上野　毅

全国高校駅伝の結果（毎日新聞記事抜粋）
4 学校の近況報告 副校長 知念　義裕
　 　部活動での活躍の様子（サッカー部・レスリング部

　　　　　　　　　　　　・マーチングバンド部・卓球部）

　学校行事（体育祭・東実祭）
　教職員の永年勤続表彰・異動

5 機械科の近況報告 機械科科長 佐藤　卓司
電気科の近況報告 電気科科長 長谷川　浩

6 普通科の近況報告　ビジネスコース ビジネスコース科長 小島　茂
　　　　　　　　　文理コース 文理コース科長 高橋　修

7 映画研究部　「スピンオフからオリジナルへ」 映画研究部顧問 小島　茂
生徒会報告 生徒会会長 塚田　健太

8 平成２３年　定期総会（収支決算報告・役員・事業計画）
　平成２２年度収支決算報告書／定期総会・懇親会

9 　平成２３年度同窓会組織図／平成２３年度事業計画
10 主な行事報告（東実祭・懇親旅行・拡大幹事会・新年会）

　東実祭／拡大幹事会／懇親旅行／新年会
11 　第２８回懇親旅行に参加して 第３６期 石原　孝
12 東実時代の思い出 蛍窓２０回 小俣　信夫
13 叙勲について（報告） 　〃 　〃

青春と終戦時の回想 第１８期 山本　進
14 土浦海軍航空隊の空襲（その二・三） 顧問（第１７期） 村松　濱代
15 平成２３年度（第８７期）同窓会幹事名簿／物故者

俳句 第１９期 小出　与三
16 事務局だより／編集後記

第２２号　２０１１年（平成２３年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 嬉しい朗報 会長（第３４期） 本田　位公子
2 ２０１０年を振り返って 理事長 上野　雅子
3 理想的教育環境を目指して 学校長 上野　毅
4 学校近況報告 副校長 北井　邦寿

　行事報告（体育祭・東実祭・修学旅行）
　 　部活動報告（陸上競技部・サッカー部・レスリング部

　　　　　　　・マーチングバンド部・野球部・珠算部）

　教職員の異動（退職教職員・永年勤続表彰）
5 機械科近況報告 機械科科長 千田　一雄

電気科近況報告 電気科科長 須賀　寛光
6 普通科の近況報告　文理コース 文理コース科長 高橋　修

　　　　　　　　　ビジネスコース ビジネスコース科長 小畑　雅一
7 苦労して作ったサッカー部の基盤 サッカー部監督 片山　智裕

生徒会報告 生徒会会長 西村　龍彦
8 平成２２年　定期総会（収支決算報告・役員・事業計画）

　平成２１年度収支決算報告書／定期総会・懇親会
9 　平成２２年度同窓会組織図／平成２２年度事業計画（報告）

10 事業報告（東実祭・懇親旅行・拡大幹事会・新年会）
　東実祭 第２９期 箕輪　弘数
　２８回目？の懇親旅行 第４１期 竹見　佐智子

11 　嬉しい報告　拡大幹事会 第３８期 川邊　國造
　２０１１年新年会 第５３期 酒井　利夫

12 土浦海軍航空隊の空襲（その一） 顧問（第１７期） 村松　濱代
東実三年間を振り返って 第２８期 関根　秀夫

13 私と釣り 第１９期 細江　和四郎
駅伝の応援に参加！ 第４２期 臼田　佳彦

14 返信ハガキの備考欄より
15 平成２２年度（第８６期）同窓会幹事名簿／物故者
16 事務局だより／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名

氏　　　　　　　　　　　名



第２１号　２０１０年（平成２２年）３月1日発行
頁 項　　　　　　　　　　　　目
1 茶のみ友達 会長（第３４期） 本田　位公子
2 新型インフルエンザの影響 理事長 上野　雅子
3 学校の最近事情 学校長 上野　毅
4 学校近況報告 副校長 北井　邦寿

　学校の近況報告／各クラブの活動報告
　教職員の異動（新任教職員・退職教職員・永年勤続表彰）

5 機械科近況報告 機械科科長 千田　一雄
電気科近況報告 電気科科長 須賀　寛光

6 普通科の近況報告　文理コース 文理コース科長 高橋　修
　　　　　　　　　ビジネスコース ビジネスコース科長 小畑　雅一

7 剣道部の活動報告 剣道部顧問 佐藤　卓司
生徒会報告 生徒会会長 加藤　大輝

8 同窓会近況報告
　平成２１年定期総会／平成２０年度収支決算報告書

9 　平成２１年度同窓会役員／平成２１年度事業計画（報告）
10 初参加（懇親旅行） 第４４期 加藤　準一

今年も東実祭に参加しました 事業部・企画部
11 毎年盛り上がる拡大幹事会 総務部

新年会 事業部
第８６回箱根駅伝　”力走する星野光汰君（第８４期）” 陸上競技部監督 小川　欽也

12 ”異邦人”　－２００９年１２月バンクーバーより－ 第３６期 小菅　正昭
13 米の配給所への手伝い 顧問（第１７期） 村松　濱代
14 同期会だより

　信念　（今も尚、「一八会」として、毎年、顔をあわせています） 第１８期 竹内　喜代司
　２３期卒同期会 第２３期 長瀬　尚午

15 　第７５期同窓会　－開催のご案内－ 第７５期 山田　慎
平成２１年度（第８５期）同窓会幹事名簿／物故者

16 事務局だより／編集後記

氏　　　　　　　　　　　名


