
　平成30年５月26日（土）、名誉会長及び顧問の方々のご臨席を賜り、ホテルハイアットリージェンシー

東京に於いて、委員総会を開催いたしました。

　総会では平成29年度事業報告・収支決

算報告及び平成30年度事業計画・予算の

案が承認されました。

　総会後の懇親会では、

旃檀会・同窓会の役員、

教職員の皆様と懇親を

図りました。
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平成３０年度 委員総会開催

ご挨拶 会長　玉川　孝子 　　

　今年度で一如会は創立36年となりました。現在では会員数も一万人を超え、こ

れまで会の発展にご尽力いただきました諸先輩方に、感謝申し上げる次第です。

　これからも、生徒が安心して学校生活を送るための環境作りと共に会員の皆様

との親睦を図り、学校、旃檀会、同窓会の皆様と力を合わせて活動して参ります。

　今後ともご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

委員総会

玉川会長 教職員の皆様

会計 広報部

厚生部

総務部



平成３０年度 役員・事務局紹介

委員総会にて、今年度の役員をご承認いただきましたので、ご紹介いたします。　　　　　　※敬称略

役職名 年度 氏　名 役職名 年度 氏　名 役職名 年度 氏　名
名誉会長 校長 貫井　　洋 会　長 S62 玉川　孝子 会　計 H22 拝殿　久子
顧　問 事務長 井澤　治男 副会長

兼広報部長
H10 吉田　　明

会　計 H24 北沢　淳子
顧　問 元校長 羽住　　奎 会　計 H24 小川　洋美
顧　問 元校長 河村　光司 副会長

兼厚生部長
H11 津田　晶子

会　計 学 城　　英彦
顧　問 元校長 浦　　敏之 会　計 学 宮川　正史
顧　問 元校長 鈴木　貞雄 副会長 教頭 井上　誠二 会　計 学 朝倉　達也
顧　問 元事務長 白濱　正幸 総務部長 H19 渡部　良彦 会　計 学 大石　智子
顧　問 元事務長 上田　栢生 総務副部長 H11 津田　孝範
顧　問 元事務長 大内　勝蔵 総務副部長 H24 田中佳代子 監　査 H13 山下　知子
顧　問 元事務長 澤口　洋一 総務副部長 H24 馬場由美子 監　査 H28 中村　　茂
顧　問 元事務長 臼倉新治郎 総務副部長 H24 横川美紀子
顧　問 元事務長 池墻　良一 総務副部長 H26 杉木　好江
顧　問 S52 大村　宣雄 厚生副部長 H19 花塚みゆき
顧　問 S52 鳥澤　俊寛 厚生副部長 H22 菅野美和子
顧　問 H03 成田　孝英 厚生副部長 H22 首藤　広行
相談役 S61 南雲　安幸 厚生副部長 H22 山之内美和子

厚生副部長 H22 楠　久美子
厚生副部長 H26 青谷　宏美 事務局員 学 菊地　主洋
広報副部長 H27 新藤　佳子 事務局員 学 宮林　　稔

　私たちと一緒に活動してみませんか︖
　一如会活動にご興味のある方のご参加を、心よりお待ちしております。

　お気軽に事務局までお問い合わせください。
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　一如会事務局　事務局としてサポートしてくださっている先生をご紹介します。

【ご担当教科】英語科

【部活動担当】バドミントン部顧問

【メッセージ】いつの間にか教師生活も40年を過ぎ、人生の半分以上を駒大高で過

ごしています。一如会は平成29年から担当しています。

定年退職まであと 2 年となりましたが、精一杯務めさせて頂きます。

どうぞよろしくお願いします。

【ご担当教科】英語科

【部活動担当】バドミントン部顧問

【メッセージ】いつの間にか教師生活も40年を過ぎ、人生の半分以上を駒大高で過

菊地主洋先生



平成２９年度 事業報告

月  日 内             容 担 当
  4.  7 入学式列席　一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象）総務部
  4. 11 平成28年度の監査 総務部
  4. 15 委員総会・懇親会案内の発送 総務部
  4. 22 一如会パンフレットの配布（2・3年生保護者対象） 総務部
  5. 27 委員総会・憩親会 ホテルハイアットリージェンシー東京にて 総務部
  6. 17 役員会 総務部
  7.  8 一如会だより　発行・発送 広報部
10. 21 總持寺参拝 厚生部
11. 11 役員会 総務部
11. 25 忘年会　東京グランドホテルにて 厚生部
12. 21 新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
  2.  3 新卒業生保護者への委員募集案内発送 総務部
  2. 17 役員会 総務部
  3.  8 卒業式列席 総務部
  3. 17 予算委員会 総務部
  3. 17 役員会 総務部
総務部・厚生部・広報部の各部会は必要に応じて随時開催

曹洞宗大本山總持寺参拝 参加報告

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

忘年会 参加報告

⽇付︓10⽉21⽇（⼟）
場所︓總持寺
（JR鶴⾒駅より徒歩5分）
参加⼈数︓30名

⽇付︓11⽉26⽇（⼟）
場所︓東京グランドホテル

今回の忘年会も「抽選会」「会長とジャンケン」で商

品をゲット！懐かしい先生方、現職教職員の皆様、

旃檀会・同窓会役員の皆様にもご出席いただき、

楽しい時間を過ごしました。

平成２９年度事業報告

明治神宮野球場

昨年度は左記の活動の他、駒大高祭や同窓会行事へ参加

し、更に各部活動の応援にも伺いました。

夏の全国高等学校野球選手権大会西東京大会の応援に

伺いました！途中追い上げ逆転のチャンスもありましたが、

4対6で5回戦にて惜敗。選手、応援の皆様、お疲れ様でした！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

月 日 内             容 担 当
入学式列席
一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象）

4.11 平成28年度の監査 総務部
4.15 委員総会・懇親会案内の発送 総務部
4.22 一如会パンフレットの配布（２・３年生保護者対象） 総務部

委員総会・憩親会　午後５時半より
　ホテルハイアットリージェンシー東京にて

6.17 役員会 総務部
7. 8 一如会だより　発行・発送 広報部

10.21 總持寺参禅会 厚生部
11.11 役員会 総務部

忘年会　午後６時より
　東京グランドホテルにて

12.21 新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
2. 3 新卒業生保護者への委員募集案内発送 総務部
2.17 役員会 総務部
3. 8 卒業式列席 総務部
3.17 予算委員会 総務部
3.17 役員会 総務部

4. 7 総務部

5.27 総務部

11.25 厚生部

一如会事務局の上脇先生。

3月末で定年退職されました。

大変お世話になり、ありがとう

ございました！

毎⽇の拭き掃除で
ピッカピカの百閒廊下

⾷事の前に五観の偈

お寺の中に

特別メニュー

エスカレーター

会⻑とジャンケン

⼀如会

昨年度は左記の活動の他、駒大高祭や同窓会行事へ参

加し、更に各部活動の応援にも伺いました。

　明治神宮野球場

夏の全国高等学校野球選手権大会西東京大会の応援に

伺いました！途中追い上げ逆転のチャンスもありましたが、

4対6で5回戦にて惜敗。選手、応援の皆様、お疲れ様でした！

日時︓10月21日（土）
場所︓總持寺
（ＪＲ鶴見駅より徒歩５分）
参加人数︓30名

曹洞宗大本山總持寺参拝 参加報告

毎日の拭き掃除で
ピッカピカの百間廊下

お寺の中に
エスカレーター!?

食事の前に五観の偈

曹洞宗大本山總持寺参拝 参加報告

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

忘年会 参加報告

⽇付︓10⽉21⽇（⼟）
場所︓總持寺
（JR鶴⾒駅より徒歩5分）
参加⼈数︓30名

⽇付︓11⽉26⽇（⼟）
場所︓東京グランドホテル

今回の忘年会も「抽選会」「会長とジャンケン」で商

品をゲット！懐かしい先生方、現職教職員の皆様、

旃檀会・同窓会役員の皆様にもご出席いただき、

楽しい時間を過ごしました。

平成２９年度事業報告

明治神宮野球場

昨年度は左記の活動の他、駒大高祭や同窓会行事へ参加

し、更に各部活動の応援にも伺いました。

夏の全国高等学校野球選手権大会西東京大会の応援に

伺いました！途中追い上げ逆転のチャンスもありましたが、

4対6で5回戦にて惜敗。選手、応援の皆様、お疲れ様でした！

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

月 日 内             容 担 当
入学式列席
一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象）

4.11 平成28年度の監査 総務部
4.15 委員総会・懇親会案内の発送 総務部
4.22 一如会パンフレットの配布（２・３年生保護者対象） 総務部

委員総会・憩親会　午後５時半より
　ホテルハイアットリージェンシー東京にて

6.17 役員会 総務部
7. 8 一如会だより　発行・発送 広報部

10.21 總持寺参禅会 厚生部
11.11 役員会 総務部

忘年会　午後６時より
　東京グランドホテルにて

12.21 新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
2. 3 新卒業生保護者への委員募集案内発送 総務部
2.17 役員会 総務部
3. 8 卒業式列席 総務部
3.17 予算委員会 総務部
3.17 役員会 総務部

4. 7 総務部

5.27 総務部

11.25 厚生部

一如会事務局の上脇先生。

3月末で定年退職されました。

大変お世話になり、ありがとう

ございました！

毎⽇の拭き掃除で
ピッカピカの百閒廊下

⾷事の前に五観の偈

お寺の中に

特別メニュー

エスカレーター

会⻑とジャンケン

⼀如会

一如会事務局の上脇先
生。３月末で定年退職
されました。大変お世
話になり、ありがとう
ございました！

一如会事務局の上脇先一如会事務局の上脇先
生。３月末で定年退職

話になり、ありがとう

今回の忘年会も「抽選会」「会長とジャンケン」
で商品をゲット！
懐かしい先生方、現職教職員の皆様、旃檀会・
同窓会役員の皆様にもご出席いただき、楽し
い時間を過ごしました。

忘年会 参加報告
日時︓11月26日（土）
場所︓東京グランドホテル
参加人数︓41名

会長とジャンケン



楽しい時間を
ご一緒しませんか？

散策しながら俳句を詠んでみる、
など企画中 !?
秋の植物園も楽しそうです。
ご一緒にいかがでしょうか？

大人遠足 ～武蔵野散策～

◆日時 : １０月２０日（土）午前９時２０分
　　　　（京王線調布駅北口集合）
◆場所 : 深大寺～神代植物公園（調布市）
◆費用 : ３，０００円（当日集金）
◆申込〆切 : ９月３０日（土）必着

散策しながら俳句を詠んでみる、
など企画中 !?
秋の植物園も楽しそうです。
ご一緒にいかがでしょうか？

平成３０年度事業計画・行事のご案内平成３０年度事業計画・行事のご案内

　◆卒後４年間は、
　郵送にてお送りします。

◆卒後 5年目からは、
　郵送ご希望のご連絡を
　頂戴した方にのみご送付します。

月  日 内             容 担 当
  4.  7 入学式列席　一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象）総務部
  4. 14 平成29年度の監査 総務部
  4. 14 委員総会・懇親会案内の発送 総務部
  4. 28 一如会パンフレットの配布（2・3年生保護者対象） 総務部
  5. 26 委員総会・憩親会 ホテルハイアットリージェンシー東京にて 総務部
  6. 16 役員会 総務部
  7.  7 一如会だより　発行・発送 広報部
10. 20 大人遠足　～武蔵野散策　深大寺～ 厚生部
11. 10 役員会 総務部
12.  1 忘年会　東京グランドホテルにて 厚生部
12. 中旬 新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
  2.  2 新卒業生保護者への委員募集案内発送、委員留任の案内発送 総務部
  2. 16 役員会 総務部
  3.  8 卒業式列席 総務部
  3. 16 予算委員会 総務部
  3. 16 役員会 総務部
総務部・厚生部・広報部の各部会は必要に応じて随時開催

平成30年５月26日（土）委員総会において、下記の今年度事業計画案が承認されました。

行事は一如会会員の方でしたら、どなたでも

ご参加いただけます。右記の方法でお申し込

みください。

～「一如会だより」送付についてお知らせとお願い～
　ホームページで記事をご覧いただけるようになったこと、
また、個人情報保護の観点等から、「一如会だより」の郵
送でのご送付につきまして、2016年度より、右記のよう
にさせていただくことになりました。
　今後は、ホームページを更に充実させて参ります。
　ご理解賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

http://komakou-ichinyokai.net

●行事への参加お申し込み方法
はがきに以下をご記載の上、一如会事務局までご送付
ください。折り返し会より詳細をご連絡します。
・参加者氏名（全員分）
・「大人遠足参加」または「忘年会出席」
・代表者連絡先（住所・電話番号・メールアドレス等、
確実に連絡が取れる方法）
※一如会から返信がない場合は、お手数ですが、お
問い合わせください。
※電話でのお申し込みは受け付けておりません。
　必ずはがきでお願い申し上げます。
※３日前以降のキャンセルは、後日キャンセル料の
お支払いをお願いいたします。

　事務局 〒158-8577 東京都世田谷区上用賀1-17-12 
　駒澤大学高等学校一如会

忘年会

◆日時 : １２月１日（土）午後６時～
◆会場 : 東京グランドホテル
　　　　港区芝 2-5-2
　　　　都営三田線芝公園駅
　　　　A1 出口より徒歩２分
◆費用 : ６，０００円（当日集金）
◆申込〆切 :１１月１８日（土）必着

楽しい時間を
ご一緒しませんか？

　 何かいいもの、

　 当たったかな？

深大寺本堂

神代植物公園 秋のダリア園




