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　同封の「同窓会名簿原票」は、同窓会当日ご持参下さい。

　御欠席の場合は、同封のはがきと「同窓会名簿原票」に必要事項をご記入の

上封書でご返送ください。現住所把握のため、ご協力をよろしくお願いします。

兵 庫 県 立 尼 崎 高 等 学 校 第 45( 高 24) 期 同 窓 会 幹 事 会

幹事会事務局： 〒660-0858　尼崎市築地５丁目３番１２号

千松　幸夫　気付

senmatsu@minuet.plala.or.jp

http://www13.plala.or.jp/ken_ama45

　なお、ご出席のお返事は、同封の葉書

に必要事項ご記入の上、６２円切手を

お貼りいただいて、ご投函下さい。

　（Ｅ－メールでのご連絡もＯＫです。）

(阪神尼崎駅北側)
会費： ８，０００円

寂しくお一人でも、ぜひご参加ください。

日時： ２０１８年１１月３日 （土・文化の日）

１６時半　～　２０時　　（受付は１６時～　）

場所： 尼崎市中小企業センター　４階会議室４０１号室

　皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

　皆さん、今年６５歳を迎え、前期高齢者の仲間入りをする年齢に

なります。

しておりません。が前回開催から３年がたち、今年も開催します。

　万障お繰り合わせ、ちょっとは無理しても、お誘い合わせの上、

　渡辺先生、須方先生もお亡くなりになり、今回も諸先生方はご招待



２０１９年　春頃

１，０００円（郵送料込）

〒

〒

※　は不要でしたら、記入しなくてもかまいません。

1000円を同封してお申し込みください。

　同窓会ご出席の方は、当日ご持参下さい。

発 行 時 期 ：

価 格 ：

切り取り線

同窓会名簿　第８版（２０１８年版）　申込書

氏名

住所

※送り先名

※送り先住所

　ご入用の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、

　同窓会開催年にあたり、「同窓会名簿 第８版（2018年

版）」を発行します。



(赤字は第７回以降の物故者です)

１組

２組

３組

４組

５組

７組

８組

１０組

(赤字は第６回以降の住所不明者です)

鈴東(藤原)恵子

上村(石井)富美子

６組
梁川(斉藤)浩子

渡辺　真吾 万代　誉一郎

須方　通郎

浜名　信幸１０組
井上 秀策 小林　省治 坂本 哲也 下中 由之 杉本 勝美

立岡　能成 中田　隆 中間 正章 萩原　靖彦

山尾　洋一 川島（馬塩）儀子

７ 組
洞口(大西)八重子 松田　信子

中川 和子

旭 信一 江川 力 北村 一成 谷口　健一

木村　健司

９ 組
伊藤 祐一 奥野 博信 海谷 孝志 金沢 治樹

宮崎 啓市

８ 組

森　潔

安田 稔 山崎　繁男 若崎 友好

伊藤(鈴木)久美子

４ 組

３ 組
杉本 紀代子 中島 清美

中村 昭一

前田(田村)由起子 松尾(清水)和子

６ 組

５ 組

井上 聡

先生

松下 佳史

新居 典子２ 組
池田 和夫 徳井 浩二

下崎 睦子

１ 組 高橋 義治

物故者　３２名　　（）内は新姓

岡田　康男 矢森　啓之 青山（藤原）恵子

小山　稔宏 豊岡　潤一

成瀬　雅啓

森　一郎 行政　馨

高田　敬則 鈴木（山田）孝枝 松田(山本)正子

山元　峰子

野田（山口）浩子

中西　廣樹 川迫（井原）真理子 桐本　みゆき 西本　真智子

９組
式村　茂 宍戸　学 田嶋　健史

今井 章雄 十河 豊

豊川 雅昭 東 明美 黒田(中谷)加世子

田中(奥澤)寿江 林田 明美 真柴 久恵

坂井　弘治

川西　康介 塩見　拓 重稲　弘国 矢野　智章

才川　裕

阿部　比郎市 伊藤　政伸 佐藤　邦明

徳富　幹生 青木　霖作

高穂　多美子八木　通

住所不明者　１０３名　　（）内は新姓

青木 俊隆 伊藤　孝志

悦勝(葛岡)日出美 大城 貞子 荻野(徳井)恵津子

柴山 美保子 下津(樋口)千恵子 松下(橋本)明美

沖 正寛 小津　健一 柴 繁博 福山　隆

坂本(山尾)秀子 西平 典子

竹之内(末広)ひとみ

永吉(畦元)慶子

竹内(樋前)美佐子 鳴海(松本)多恵子 松下 裕子

東 芳一 中川 健治

大倉(小塚)喜美子

北條(大坪)節子 森崎(窪上)仁美

黒川 弘子 竹内 良子 辻 ひとみ

中田　博 野村 耕司 馬場 敏文 藤井 康順 船薹 敦

山路 聖子

江頭 誠悟 小泉 充弘 豊浦 勝義 那須 健二

上田(奥田)ゆかり 紀川(西海上)真理子

家本 和宣 猪俣 剛芳 辻 康弘 中川　武司 中園　正二

柳元 広文 多田 和子 當舎(信岡)敬子

山本 裕子

今井(桐本)まり子 小林 知子

名田 信子 野田 恵子 福永(清水)律子



トリバゴ等ホテル予約サイト等で各自ご予約下さい。

TEL 06-6416-1045
FAX 06-6416-1049

阪神尼崎駅北側バスターミナル北側
TEL 0120-536538

阪神尼崎駅南側を西へ尼崎戎神社の南
TEL 06-6412-8001
FAX 06-6412-8002

阪神尼崎駅西吾郷橋戦を北へ2号線の

TEL 06-6411-5000

国道2号線・東難波交差点の北を西へ

TEL ０６－６４８３－１１００

尼崎市中小企業センター向かい
TEL 06-6488-7777
FAX 06-6488-0700

時間 ： ２０：００頃　～　

会費 ： 男性￥４,０００　　女性￥３，５００

場所 ： ビギン

　会場を1階で出て左（西）へ歩

いて信号３つ目の東難波交差点
左（南）へ曲がってセブンイレ

ブンの先（みなみ）の左側

（東側）２階にあります

阪神尼崎

近藤病院の北向

東横イン阪神尼崎駅前

Ｙ’ｓ　ＨＯＴＥＬ　

ホテルリブマックス尼崎

尼崎セントラルホテル

尼崎プラザホテル

都ホテルニューアルカイック

一本南を西へ入ったところ

阪神尼崎周辺のホテル

阪神尼崎駅南口前
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