
　　　・原　　 高峰(14)
　　　・山下　純一(38)

2人

2人

　

★小林    克彦(46)
(兼)浅野　友介(47) 

2人  ・柄澤   　寿洋(44)
2人

6人

★：室長

☆：副室長

★谷口   直行(47) ★(兼)藏原　 浩之(47) ★水谷   勇紀(47) ★田中   耕介(47) ★(兼)浅野 友介(47) 〈北海道〉 （兼）宇野  重雄(48)
 ・長谷川郁直(48)   ・羽仁      賢(48) ☆小岩井幹太(47)   ・宇野 　重雄(48) ☆野崎   泰佐(50) 　・串戸   　淳(48) ☆(兼)藏原 浩之(47)(協)   ・碓井　伸典(52)
 ・長谷川義朗(48) (兼)守山  茂樹(48) (兼)浅野  友介(47)   ・中澤　 務生(48) 　・佐野  秀雄(48） 　・重松   　雄(48) 〈東北〉
 ・大西 　　 眞(44)   ・西尾　 啓忠(49)   ・明石　 謙太(48)   ・柏原　 健一(50) 　・大藤     崇(48） 　・廣田  拓也(49)
 ・深川　 幸則(45)   ・山下　 謙介(49)   ・飯島　 泰彦(48)   ・真野　 啓之(57) 　・大日　   健(49） 　・森　　 春潮(49) 〈中部〉
 ・鈴木 　春次(46)   ・三島　 正寛(50)   ・横山　 大介(48)   ・松原 　 　正(42) 　・梶田  一摩(54） 　・藤井　英輔(55) 　・佐藤　祐一(40)
 ・長谷川真人(46)   ・富田　 英和(44)   ・遠藤　 智史(67)   ・白井　 英樹(44) 　・渡邉     敬(64) 　・中林　　 智(60) 〈関西〉

  ・和田　 一穂(46)   ・尾川由紀智(45)   ・谷川　 　 大(44) 　・吉永     敦(66) 　・尾関　泰彦(46)
  ・清水       大(45) 　・角田　   然(67) 〈九州・四国〉
  ・川野 　陽史(46)   ・中村　英俊(46) 　・工藤　博之(56)
  ・森本 　孝史(46) 　・原　　 孝二(44)

 学園連絡（学） 〈中国〉
 協力会連絡（協） 　・村嶋　成人(45)

　・井本　昌司(33)   ・青柳佐知夫(46) (兼)阿部　 泰久(41) 　・丸山　　 哲(45)
　・吉田 　直樹(41)   ・濱田 宏太郎(46)

8人 8人 12人 9人 11人 7人 3人 6人 1人

○スポーツ振興等
★(兼)浅野 友介(47)
(兼)小岩井 幹太(47) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 12名
(兼)小林    克彦(46) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 59名
(兼)青柳佐知夫(46) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 6名

0人 (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) 1名
(40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) 78名
(50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59)
(60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69)
(70) (71) (72) (73)

自由学園100年史編纂協力室

継続委員

クラス委員会

次年度委員会準備室

（兼）羽仁　   賢(48)
（兼）樋本  耕二(48)
  ・西澤　    　誠(48)

合    計

地方委員

継続委員 継続委員
　・阿部　 泰久(41)

年次委員

  ・神 　 明久(46)(学)

(兼)柏原 健一(50)(学)

副委員長　黒澤　   裕   (48)
副委員長　樋本　　 耕二(48)

1～73回生
クラス委員

統合準備室

  ・石川 　 潤(45)(協)

副委員長　守山　　 茂樹(48)

（兼）黒澤　   裕(48)

那須農場復興支援室

継続委員

継続委員継続委員
 友の会連絡（友）

事務局員

　・小堺　康弘(42)

（兼）守山  茂樹(48)

ク ラ ス 連 絡 網

事 務 局

本 部 委 員 会

総務運営室

副委員長　本郷　   燎   (47)

広報室

  ・山縣 　 基(53)(学)

副委員長　藏原　　 浩之(47)

(兼)浅野 友介(47)(協)

★(兼)本郷　燎(47)(協･友)

(末尾0、1のクラス) (末尾2、3のクラス) (末尾6、7のクラス) (末尾8、9のクラス)(末尾4、5のクラス)

キャリア支援室

継続委員

地方同学会

会計監査委員

関　  　惠三(29)
高倉もも代(J51)

予算管理室

特命プロジェクト

イベント実行室
★木立　 純一(47)

2017（平成29）年度　自由学園同学会　組織図

渉外・連携室

同 学 会 総 会

橋　　直彦(40)
小池 徹郎(51)

委員長　　 浅野　　 友介(47)

会計監査委員、事務局員1名、 
自由学園100年史編纂協力室は 
継続委員でカウント 




