70 周年寄付事業の御礼
この度は高校 70 周年事業の寄付事業にご協力をいただき、誠に有り難うございます。
お寄せいただいた浄財は「高校の記念館・アーカイブルーム・記念ホール」の改修工事に使わせてい
ただきます。
お一人お一人に御礼のお手紙を差し上げたいところですが、寄付事業を優先して郵送資金を節約し、
同窓会誌やホームページでのお名前掲載をもって御礼に替えさせていただきます。
ありがとうございました。
なお、目標額には達していませんので 今後も寄付募集は継続いたします。
2018 年 1 月 大分上野丘高校同窓会 会長 上尾裕昭、執行部一同

【ご寄付をいただいた方々のお名前（2017／11／30 時点）（敬称略／順不同）
】
郵便局振込用紙で「掲載承諾」に◯印の方のみを掲載して「掲載否」の方は除外しています。
「あれ？私の名前がない」とお感じの方は“振込用紙に◯印の記載の無かった方”です。
大分銀行振り込みの方々のお名前は掲載していますが、“卒業期の記載のないカタカナ名だけ”で
お名前を特定できなかった方は掲載できずにいます。
今後、掲載をご承諾いただける方は、是非、事務局へお知らせください。
（事務局メールアドレス：info@uenogaoka.jp、FAX：097−546−5400）
追加掲載させていただきます。
【同窓生以外】落合弘校長
【大分中学】 秋吉昭一郎 安東孝雄 加來英司 金口節哉 川崎安太 木村舜一 吉良市雄 金馬昭郎
工藤昭一 藏重健男 小石隆一 児玉卯三郎 後藤俊憲 坂本公孝 佐藤米蔵 柴尾史郎
生野昌市 田中友康 田中康生 中西正生 西川恭夫 早川尚 平川正芳 松本常圃
丸野秀徳 由布正和 吉田四郎 「大中 58 期会一同」
【碩友会】
渡辺巌
【高校部会】
［1 期］ 植木陽一郎 大岩健男 二宮朗 高橋和英 田北一二三 田島覚 中島弥生 楢橋武寿
武藤百合子 亀井剛太郎
［2 期］ 荒木聰 大久保幸明 大塚溢夫 角安彦 四童子覚 冨田一夫 戸次洋一
［3 期］ 「3 期有志の会」 上田迪 瓜生威 大戸敬子 工藤良子 後藤美代子 篠田公一 首藤健児
園田富三 中村進 二宮吉男 藤内幸子 姫野卓子 房前和夫 槇島隆靖 丸谷ヒロ子
［4 期］ 穐山清人 足立文子 安部和範 磯本良彦 井上孝司 今村宏 植木哲哉 大城勇 大竹信子
喜多嶋都子 白山文子 杉原圓照 田所令子 玉井秀治 中尾好子 姫野静 藤井久美子 牧文子
三浦俊二 三嶋恭子
［5 期］ 阿部又男 阿部泰明 荘司順子 須藤仁志 竹下文子 堤範子 得丸健 永冨裕文 野田克一
山村信幸 吉田仁敬
［6 期］ 荒川保夫 遠藤裕子 甲斐正康 釘宮博明 佐藤ケイ子 佐藤正子 島村吉徳 園田太一 東尾末人
三ヶ尻善子 森信孝
［7 期］ 阿部信行 有永実 池田忍 尾崎茂昭 亀山善子 河津八郎 後藤新一 後藤俊之 是永東彦
佐藤和歌子 首藤恭見 田坂史典 田中照子 仲野繁博 淵上毅 星川和男 牧操
［8 期］ 大塚昭寅 岡村崗子郎 小野弘文 加来隆子 黒岩登志子 古長康典 佐藤威宣 佐藤健 秦徳郎
須股恒子 園田勝美 玉正徳良 中野敏子 長野雅明 二宮章浩 早川和 渡邊舜多郎 河野久子
［9 期］ 兼子弘司 軸丸博夫 秦野晃郎 平松公代 幸重和治
［10 期］飯田信行 池田安博 市原知 可部文規 桑原勇次 後藤弘文 駒井政浩 杉田秀子 野田和代
濱田八千代 久枝厚之 姫野エイ子 廣瀬美沙子 馬見塚譲 森永トモ子

［11 期］池邉哲之 一万田道敏 伊東幸子 伊藤紀子 伊東世一郎 大石英一 大塚弘晃 大野嗣男
小野悌二 加藤京子 賀来サチヨ 後藤秀子 釘宮道雄 甲下桂子 佐藤宇沙代 竹田幸子
中野眼一 平瀬清隆 分藤千春 宮島速彦 森瀬康正 薬師寺明美 安本和子 吉松祥三
［12 期］浅野喜久男 麻生美恵子 安東和子 荒井昭司 生山由紀子 市橋カツ子 岩尾早苗 岩井成道
岩崎正義 上田暁 江藤小菊 岡本妙子 小野多美子 加藤英彦 鎌田朋子 上城佳代 河野昭一
城戸美代 黒木芙美子 古庄きみ子 是永由美子 坂下充彦 佐々木純子 佐藤みすゑ 佐藤美智子
佐藤泰久 塩手久美 志賀則子 柴田文子 周藤康一 首藤芳子 生野徳三 生野泰子 園田公子
園田洋子 髙山泰四郎 田崎弘泰 田中重康 辻野恭子 土屋典子 築城清巳 利光宜子 鳥居徳行
豊田信子 長野健 二宮タミ子 橋本桂子 橋本千代子 濱田晴子 日隈俊郎 日名子芙美江
開憲明 藤本樹生 三浦久美子 三浦義人 三重野待子 三角順一 南建樹 村谷洋子 森道子
諸石典将 屋田祐子 山本美江子 由布一栄 渡辺征夫
［13 期］秋篠英明 安部久子 大谷美智子 小原次郎 蠣田譲 門上泰子 後藤尚武 佐藤朝子 椎原和美
篠田公孝 篠永朋子 鈴木恭子 利光洋 原山千恵子 福田朋子 松本義明 三浦義弘 溝部幸祐
［14 期］安達美隆 阿南しのぶ 井上憲一 上野千鶴子 岡野育三 金澤肇子 幸田武生 高野祐希男
高山龍五郎 堀永孚郎 丸尾道彦 光延昭敏 三好登美子 森本キヨ子 薬師寺和雄 吉村弘幸
［15 期］石黒淳三 衛藤文俊 織部孝史 後藤治美 後藤眞雅恵 清水弘之 杉﨑友洋 竹島律子 田崎浩子
多嶋田靖子 津田眞五 中田房子 野﨑奈良美
［16 期］安達勝 安部志朗 安部義和 井上理 押川千鶴子 神垣慶治 漢二美 古屋一徳 佐藤雅賢
秦喜秋 西野忠廣 西山房子 秦野洋輔 柚須耀子 渡辺新十郎 渡辺幸子
［17 期］阿南敏郎 安部富美枝 安東次生 漆間チズ子 小林保一 武田良一 冨尾勝代 豊田昭徳
鳥巣多加子 中嶋啓允 平塚則明 松本泰祐
［18 期］安部可伸 大山義雄 織部和宏 神鳥光子 木津文子 後藤不三夫 佐藤正治 志藤良久
生野年伸 塚川博志 野田丞治 藤原啓子 松山家久 村上正幸 山下賢治
［19 期］阿部洋一郎 一丸陽一郎
宇津宮隆史 紀野秀策 工藤敏生 鎮西正直 土屋文男 東保裕の介
佐伯誠一郎 坂本公則 佐藤俊治 曽根崎逸郎 都留紀子 中山紀美子 野上一雄 平野健次
本願ほなみ 三浦憲治 宮﨑豊子 八坂文教 夕田安子
［20 期］麻生寿郎 安部省司 安東雅範 一万田充俊 稲富修 井口容子 岩崎哲朗 上尾裕昭 大城伸吉
大塚勝美 小野千賀子 小野太作 工藤文子 工藤文三 後藤耕一郎 佐藤孝司 佐藤哲朗
佐藤正数 佐藤雅博 柴田誠ニ 柴田眞美 清末純博 下國史郎 秦立比古 須藤規郎 田中秀明
徳丸順一 徳丸ひとみ 時田篤子 中西多香子 中村吉則 花岡治 林繁則 尾藤容一 日名子恭
藤澤一郎 藤林直美 前川秀幸 松並まゆみ 三浦春美 村上和生 山田静枝 矢野はるみ
横山泰英 吉田澄孝 渡辺千秋
［21 期］阿部裕子 織田民博 小幡洋一 小花秀一 金﨑英明 近藤謙 田北洋一 田口幸子 徳丸隆
挾間啓子 藤澤一雄 松岡壽 三島直行 元杭進 四ツ谷晶二 米田洋一
［22 期］
「上野丘 22 期会」 足立昌介 植木美知男 大塚慎一 角山光邦 萱島祐子 河野光雄 熊谷淳二
管亮善 後藤尚三 下園直登 菅原功一郎 豊田和子 狭間敬憲 平井貞行 藤原浩三 本田麻千子
牧玲子 宮﨑武彦 和田誠
［23 期］秋月真一郎 青木和代 青木孝広 宇都宮健治 大友省三 小幡宣子 工藤泰三 粟生修司
齊藤英代 佐藤裕之 多治見新造 藤本祥治
［24 期］秋月均 猪股純 衛藤眞理 大久保修平 河野秀朗 後藤正教 佐藤秀美 篠田修一 玉井鉄之
徳重英仁 長野浩志 渕野勝弘 古本正史 牧健一郎 三原博文 宮瀬潤 宮本雅弘 結城正行
［25 期］浅野博之 安部治良 漆間道宏 衛藤史郎 江原克彦 小野文男 甲斐善博 加藤博文 河﨑弘美
川北祐司 亀井清志 瀬脇敏夫 園田愛一郎 園田浩二郎 膳所憲二 田部曜子 中野眞平
二階堂雅士 藤岡里子 藤本理恵子 宮下剛士 百武直樹 森田智 吉岡進
［26 期］穴井秀明 井福恵子 井上宏明 井上眞理子 亀井貴代美 河野和子 川野みどり 河村郁男
國廣正 児玉憲明 佐藤栄昭 佐藤浩 佐野武 菅淳一 冨田真一 中真雄 廣瀬伸一 帆足弘治
堀愛子 松原美保 宮野径彰 椋野美智子 森本哲也 吉岡百一
［27 期］浅田史弘 安部峰雄 江藤修治 大渡尚己 岡敬二 辛島哲郎 佐藤雅博 塩月良子 首藤康雄
難波雄一郎 新野裕秀 平野邦彦 牧晋二 森泰一 渡邊憲一
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［28 期］姉川尚史 市ヶ谷洋子 岩尾誠司 上尾千穂 小倉紀子 小野徹 加藤有史 門脇正幸 木村忠孝
小手川喜美子 竹下粧子 仲摩和雄 中山玲子 平子裕志 藤井ひろ子 見塩六生 森川成美
［29 期］安東勝範 金馬弘明 首藤浩子 須藤礼 関信介 竹下雅一 松永敏明 吉田祐一郎
［30 期］秋永優子 泉比呂志 大塚英一 木許賢一郎 三宮知恭 染矢浩史 奈須伸吉 橋本仁 水江浩一
［31 期］難波美和子 丸尾直彦
［32 期］安部和成 伊東英佑 糸永真須美 大塚エリ 小野由紀子 垣迫健二 金田美代子 古手川哲
佐藤慎二郎 下郡孝義 西田陽一 弘蔵岳久 藤原なつみ 森本三知代 吉村龍司 渡辺哲生
［33 期］芦刈須美子 麻生浩司 内野宮俊介 佐藤公則 田村隆弘 西村英子 久下浩
［34 期］小野弘雅 河村英憲 中野通孝 堂本玲二
［35 期］植木正彦 宇土通正 森達雄
［36 期］草野明美 黒川昌子 森光佳子
［37 期］植山朋代 大塚さとみ 田原光一郎 仲町優
［38 期］伊藤裕子 梅津美子 是澤宏之 是澤美苗 田島慶一郎 田中真由美 平田範夫 松本茂 森勝之
［39 期］川上昌子 迫田美希 佐藤博士 首藤理江 田北親譜 羽田野剛司 波多野香織 松岡幸子 森渉
森本卓哉
［40 期］石尾哲也 小野俊一 高山美由紀 平井良昌
［41 期］鳥巣伊知郎 平松美佐子 本田浩司 堀恒喜
［42 期］古庄朋子
［43 期］加藤亜希子 秦野真郎 法華津浩之 溝部勝幸
［44 期］安部由美子 伊達富美
［45 期］一宮由美子 江無田達也 佐藤周子 下谷豊 白浜潤 高山香織
［46 期］安部公崇 加藤一郎 南部里恵子 姫野由香 森正憲
［47 期］赤井康一 土屋亮 廣瀬菜美子 山内都
［48 期］宿利加代子 高山五月 古川智祥
［49 期］安部誠
［50 期］高山英一郎 三角博彦 脇谷貴広
［51 期］古城秀明 杉山類子
［52 期］宇都宮由布子 玉井健之輔 深江智明
［53 期］日小田裕子 結城裕子
［54 期］なし
［55 期］梅林伸伍
［56 期］楠瀬真美 高田一 長野菜穂子
［57 期］黒岩章人
［58 期］安東由貴 大塚貴瑛 大塚友希実
［59 期］甲斐扶由子 森本浩之
［60 期］大塚亜友実 金森悠司 入田晶恵
［61 期］大渡勝己
［62 期］金森靖裕
［63 期］田北(永井)沙和 船蔵玲子 吉野温子
［64 期］伊藤千絵 佐藤千鉱 田淵和 津村周 南高岳 森本崇之
［65 期］甲斐幸志郎 瀬口優里 佐藤宏樹
［66 期］足立哲彦 伊東英貴 奥谷浄也 水澤慶之
［67 期］伊藤由華 濱内美緒 森本麻友香 吉田耕心
［68 期］足立将彦 上野裕和 鹿末龍太郎 工藤悠真 蜷川斐女
［69 期］植木勇登 植山丈太朗 興梠渚 中野秀一郎 藤吉凌万 古庄健人 三浦恭子 宮子修治 薮田真緒
吉田隆心 渡邉美智
（2017／11／30 時点での集計です。
）
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10 万円以上のご寄付をいただいた方々／企業名
〜卒業期順（同学年内は順不同）・敬称略〜
◆校長： 落合弘
◆大分中学
58 期「大中 58 期会一同」
、田中康生/(株)シーエイシー
59 期 佐藤米蔵 61 期 吉田四郎/吉伴不動産(株)
◆高校部会
1 期 植木陽一郎 3 期 二宮吉男/マリーンパレス
5 期 永冨裕文／永冨脳神経外科病院、荘司順子/ブンゴヤ薬局
6 期 島村吉徳 7 期 尾崎茂昭/(医)人昭会 おざきホームケアクリニック
8 期 園田勝美 9 期 秦野晃郎/秦野公認会計士事務所 10 期 喜多川明純
11 期 中野眼一/宇佐胃腸病院 12 期 長野健/大分合同新聞社、梅林秀伍/梅林建設、生山由紀子
14 期 髙山龍五郎/髙山活版社
16 期 渡辺幸子/渡辺学園、神垣慶治/神垣資産･相続対策研究所、秦喜秋/三井住友海上火災保険(株)
17 期 松本泰祐/(医)天心堂
18 期 山下賢治/山下循環器科内科、松山家久/大分内科腎クリニック、大分楽碁会
19 期 八坂文教、鎮西正直/福岡大中･上野丘会 前会長、宇津宮隆史/セント･ルカ産婦人科
20 期 中村吉則/ファミリー損保、上尾裕昭/うえお乳腺外科、花岡治 、大久保クリニック
21 期 田北洋一/大分製紙
22 期「上野丘 22 期会」、河野光雄/河野公認会計士事務所、大久保クリニック
23 期 秋月真一郎/かんたん在宅クリニック、藤本祥治/藤本整形外科医院
24 期 衛藤眞理/曾根崎産婦人科、渕野勝弘/緑ヶ丘保養園
25 期 二階堂雅士/二階堂酒造、漆間道宏/(株)博多ステーションビル、川北祐司/(株)オーテイス
26 期 宮野径彰/中津皮膚科､菅淳一/ﾒｰﾌﾟﾙ尽ｸﾘﾆｯｸ､河村郁男/河村ｸﾘﾆｯｸ､松原美保/曾根崎産婦人科
27 期 江藤修治/在京同窓会 前会長、岡敬二/大分岡病院
28 期 仲摩和雄/東九州設計工務(株)､姉川尚史/東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)､柳井莊緑/柳井内科ｸﾘﾆｯｸ､
上尾千穂
29 期 竹下雅一/タケショウ住宅(株)
30 期 橋本仁/大分日産自動車 32 期 佐藤慎二郎/佐藤医院
33 期 久下浩/うすきメディカルクリニック 37 期 喜多嶋和晃/きたじま内科･胃腸内科
38 期 平田範夫/ひらた呼吸器内科クリニック 39 期 佐藤博士/(有)三栄開発、光長浩/HOKO(株)
43 期 秦野真郎/秦野公認会計士事務所、穴見くるみ/(株)ジョイフル
46 期 加藤一郎/加藤一郎税理士事務所 55 期 梅林伸伍/梅林建設 63 期 田北(永井)沙和
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