






















滝沢ふるさと会
葛巻ふるさと会
在京藤沢郷友会
花巻南高校同窓会東京支部
東京宮古同郷会
東京柏葉会
在京盛岡太田会
釜石はまゆり会
水農同窓会東京支部
八幡平ふるさと会
岩手町ふるさと会
久慈地区高校東京同窓会
ふる里山田同郷の会
在京いさわ会
盛商同窓会東京支部
在京関中一高会
在京雫石町友会
東京岩水会
東京福陵会
在京花巻人会
岩谷堂高校在京同窓会
大原同郷人会
一関ふるさと会
町田市岩手ふるさと会
在京大迫人会
北上ふるさと会
首都圏水沢人会
さんりく大船渡人会
在京金ヶ崎人会
在京石鳥谷町人会
遠野高校同窓会首都圏支部
ふるさと矢巾会
久慈ふるさと会
前沢ふるさと会
岩手川崎ふるさと会
東山町ふるさと会
江刺ふるさと会
鎌倉岩手県人会
在京二戸人会
ふるさと住田会
東京盛岡ふるさと会

24年 1月 22日
24年 2月 12日
24年 4月 1日
24年 4月 8日
24年 4月 8日
24年 4月 21日
24年 5月
24年 5月 26日
24年 5月 27日
24年 5月 27日
24年 6月 2日
24年 6月 9日
24年 6月 17日
24年 6月 19日 予定
24年 6月 23日
24年 6月 24日
24年 6月 30日
24年 6月 30日
24年 7月 7日
24年 7月 7日
24年 9月 9日
24年 9月
24年 10月 9日
24年 10月
24年 10月 13日
24年 10月 21日
24年 10月 27日
24年 10月 28日
24年 10月 28日
24年 11月 5日
24年 11月 11日
24年 11月 11日
24年 11月 17日
24年 11月 23日
24年 11月 23日
24年 11月 25日
24年 11月 25日
 未定
 未定
 未定
 未定

リストランテ　ベニーレ・ベニーレ
東京ガーデンパレス
ホテルグランドパレス
上野精養軒
東京ガーデンパレス
銀座ｓｕn－ｍｉ高松
未定
ホテルラングウッド
日本教育会館
ホテルラングウッド
東京グリーンパレス
渋谷庵GURI
東京ガーデンパレス
未定
東京ガーデンパレス
ホテル・ベルクラシック東京
ホテルラングウッド
東京ガーデンパレス
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
八重洲富士屋ホテル
銀座ライオン・七丁目店
未定
上野グリーンパーク
ホテル・ラポート千寿閣
日本教育会館
東京ガーデンパレス
日本教育会館
東京ガーデンパレス
八重洲富士屋ホテル
上野精養軒
肉の万世本店
大森東急イン
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
八重洲富士屋ホテル
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
上野グリーンパーク
銀座ライオン・七丁目店

加盟団体の集い開催一覧加盟団体の集い開催一覧加盟団体の集い開催一覧
2012年予定
団体名　　　　　　　　　　         　　  開催日　 　 　 　 　 　 　 　   場所

2011年実施
団体名　　　　　　　　　　　         　　　開催日　　　　　　　　  　場所　　　　　　　　　 団体名　　　　　　　　　　　         　　　開催日　　　　　　　　  　場所

滝沢ふるさと会
花巻南高校同窓会東京支部
東京宮古同郷会
東京柏葉会
鎌倉岩手県人会
ふるさと住田会
水農同窓会東京支部
久慈高校同窓会東京支部
八幡平ふるさと会
岩手町ふるさと会
ふるさと平泉会
盛商同窓会東京支部
在京関中一高会
久慈地区高校東京同窓会
在京雫石町友会
千厩高校同窓会東京支会
在京いさわ会
ふる里山田同郷の会
東京福陵会
在京花巻人会
東京岩水会
在京田野畑村ふるさと会
葛巻ふるさと会

23年 2月 6日
23年 4月 10日
 中止
23年 4月 17日
23年 4月 24日
 中止
23年 5月 29日
 中止
23年 5月 29日
23年 6月 4日
23年 6月 12日
23年 6月 18日
23年 6月 19日
23年 6月 11日
23年 6月 25日
 中止
 中止
 中止
23年 7月 2日
23年 7月 2日
 中止
23年 7月 24日
23年 8月 15日

リストランテ　ベニーレ・ベニーレ
上野精養軒

銀座ｓｕn－ｍｉ高松
銀座アスター鎌倉賓館

日本教育会館

ホテルラングウッド
東京グリーンパレス
浅草ビューホテル
東京ガーデンパレス
ホテル・ベルクラシック東京
渋谷庵GURI
ホテルラングウッド

アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
八重洲富士屋ホテル

庵ＧＵＲＩ
葛巻町ふれあい宿舎

大原同郷人会
在京藤沢郷友会
一関ふるさと会
さんりく大船渡人会
町田市岩手ふるさと会
在京二戸人会
在京金ヶ崎人会
北上ふるさと会
東京盛岡ふるさと会
在京大迫人会
在京盛岡太田会
首都圏水沢人会
久慈ふるさと会
遠野高校同窓会首都圏支部
在京石鳥谷町人会
ふるさと矢巾会
江刺ふるさと会
前沢ふるさと会
岩手川崎ふるさと会
盛工同窓会東京支部
ふるさと大槌会
東山町ふるさと会

23年 9月 6日
23年 9月 26日
23年 10月 10日
23年 10月 16日
23年 10月 16日
23年 10月 8日
23年 10月 23日
23年 10月 23日
23年 10月 22日
23年 10月 30日
23年 10月 30日
23年 10月 29日
22年 1１月 5日
23年 1１月 13日
23年 1１月 6日
23年 1１月 12日
23年 1１月 20日
23年 1１月 23日
23年 1１月 23日
23年 1１月 26日
23年 1２月 10日
23年 1１月 27日

川崎駅ビルカメリアホール
ホテルグランドパレス
上野グリーンパーク
東京ガーデンパレス
ホテル・ラポート千寿閣
東京グリーンパレス
八重洲富士屋ホテル
東京ガーデンパレス
ホテルグランドパレス
日本教育会館
北海道恵比寿ガーデンプレイス店
日本教育会館
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
肉の万世本店
上野精養軒
大森東急イン
銀座ライオン・七丁目店
八重洲富士屋ホテル
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
ホテルラングウッド
新日鉄代々木倶楽部
上野グリーンパーク

会　　長　清川　久壽
幹  事  長　坂本　俊雄

在京一戸人会

連絡担当　　清川　久壽
〒165-0035　中野区白鷺2-50-15-1553　　　
　　　　　　 　TEL  03-3338-8849

支  部  長　矢野　光子
顧　　問　山口　妙子

花巻南高校同窓会東京支部

連絡担当　　有田　睦子
〒106-0045　東京都港区麻布十番2-19-7
　　　　　　 麻布網代マンション301
　　　　　　 TEL・FAX  03-3451-0746

会　　長　村山　登

ふるさと玉山会

連絡担当　　斎藤　昭彦
〒107-0052　港区赤坂2-17-65-411（株）三和内
TEL  03-3586-8055　FAX  03-3583-1594

会　　長　主浜　誠
事務局長　櫻田　禮吉

雫石高校東京同窓会

連絡担当　　櫻田　禮吉
〒234-0053　横浜市港南区港南台9-19-1-402
　　　　　　 TEL・FAX  045-834-0551

べごっこ会

連絡担当　　高橋　孝一郎
〒110-0003　東京都台東区根岸1-10-15
　　　　　　 下田ビル302号
　　　　 　　      TEL  03-3876-2907

代　　表　藤原　重光

（在京国税岩手県人会）

釜石はまゆり会

連絡担当　　藤原　孝次
〒101-0054　千代田区神田錦町3-19-21協材興業（株）
TEL  03-5280-2282  FAX  03-5280-2285

会　　長　金山亜希雄
副 会 長 金野　克佐
副  会  長　岩井　文子

紫波町ふるさと会

連絡担当　　伊藤　正二
〒251-0873　藤沢市みその台3-3-101　                                              
                       TEL  0466-82-0830

会　　長　藤原　洋雄
幹 事 長　伊藤　正二

会　　長　吉田　いと
幹  事  長　阿部　克也

大原同郷人会

連絡担当　　阿部　克也
〒241-0817　神奈川県横浜市旭区今宿2-52-4   
                       TEL  045-364-6526

在京ふるさと浄法寺会

連絡担当　　清川　和廣　　
〒351-0115　和光市新倉8-17-25（株）ワンズリプラスチックス
　 TEL  048-463-5588　FAX  048-463-5665

会　　長　清川　和廣
副  会  長　獅子内　栄子
副  会  長　舘　　與吉
副  会  長　砂子田　薫

滝沢ふるさと会

連絡担当　 （事務局長）加賀谷　建
〒020-0192　岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55番地
滝沢ふるさと会事務局（滝沢村企画総務部　企画総務課内）
TEL  019-684-2111内線331  FAX  019-684-1517

会　　長　上田　常恭
副  会  長　高橋　礎
　　　　　佐藤　毅

江刺ふるさと会

連絡担当　　菅原　忠雄
〒170-0005　豊島区南大塚2-42-3-1104  千葉事務所内                      
TEL  03-5395-7224  FAX  03-5395-7229

会　　長　菅原　忠雄
事務局長　及川　伸

久慈ふるさと会

連絡担当　　間　重二
〒207-0012　東大和市新堀2-1097-42
　　　　　　 TEL  042-564-7263

会　　長　生平　幸立

水農同窓会東京支部

連絡担当　　小野寺　貢
〒359-1111　所沢市緑町3-36-10
　　　　　　 TEL・FAX  04-2924-4545

支  部  長　村上　修治

（あひる会）

在京金ケ崎人会

連絡担当　　小島　守正
〒351-0101　和光市白子3-3-7
　　　　　　 TEL・FAX  048-462-8754

会　　長　小島　守正
事務局長　矢郷　豊

ふるさと大槌会

連絡担当　　金崎　雄三郎
〒181-0013   東京都三鷹市下連雀3-32-15-608　
　　　 　　 　          TEL・FAX  0422-26-7422

会　　長　金崎　雄三郎
顧　　問　松橋　暉男
幹　　事　松橋　雅平

遠野高校同窓会首都圏支部

連絡担当　　阿部　武
〒340-0831　八潮市南後谷719-37　　　　　　
　　　 　　 　          TEL・FAX  048-996-4958

会　　長　正一　恂
副  会  長　佐々木　誠
副  会  長　吉原　サダ

連絡担当　　前原　克郎
〒355-0214　埼玉県比企郡嵐山町志賀222-68
　　　 　　 　         TEL .FAX 0493-62-6834

会　　長　小原　八郎　
副 会 長 上村　実川喜
副 会 長 鈴木　信平
幹 事 長 前原　克郎

在京田野畑村ふるさと会 岩手県人聴力障害者会

連絡担当　　桑山　カヨ
〒174-0046　東京都板橋区蓮根3-12-29
　　　　　　 第5ベルハイツ206号 
　 　　　　　FAX  03-3967-2317

会　　長　桑山　大一
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滝沢ふるさと会
葛巻ふるさと会
在京藤沢郷友会
花巻南高校同窓会東京支部
東京宮古同郷会
東京柏葉会
在京盛岡太田会
釜石はまゆり会
水農同窓会東京支部
八幡平ふるさと会
岩手町ふるさと会
久慈地区高校東京同窓会
ふる里山田同郷の会
在京いさわ会
盛商同窓会東京支部
在京関中一高会
在京雫石町友会
東京岩水会
東京福陵会
在京花巻人会
岩谷堂高校在京同窓会
大原同郷人会
一関ふるさと会
町田市岩手ふるさと会
在京大迫人会
北上ふるさと会
首都圏水沢人会
さんりく大船渡人会
在京金ヶ崎人会
在京石鳥谷町人会
遠野高校同窓会首都圏支部
ふるさと矢巾会
久慈ふるさと会
前沢ふるさと会
岩手川崎ふるさと会
東山町ふるさと会
江刺ふるさと会
鎌倉岩手県人会
在京二戸人会
ふるさと住田会
東京盛岡ふるさと会

24年 1月 22日
24年 2月 12日
24年 4月 1日
24年 4月 8日
24年 4月 8日
24年 4月 21日
24年 5月
24年 5月 26日
24年 5月 27日
24年 5月 27日
24年 6月 2日
24年 6月 9日
24年 6月 17日
24年 6月 19日 予定
24年 6月 23日
24年 6月 24日
24年 6月 30日
24年 6月 30日
24年 7月 7日
24年 7月 7日
24年 9月 9日
24年 9月
24年 10月 9日
24年 10月
24年 10月 13日
24年 10月 21日
24年 10月 27日
24年 10月 28日
24年 10月 28日
24年 11月 5日
24年 11月 11日
24年 11月 11日
24年 11月 17日
24年 11月 23日
24年 11月 23日
24年 11月 25日
24年 11月 25日
 未定
 未定
 未定
 未定

リストランテ　ベニーレ・ベニーレ
東京ガーデンパレス
ホテルグランドパレス
上野精養軒
東京ガーデンパレス
銀座ｓｕn－ｍｉ高松
未定
ホテルラングウッド
日本教育会館
ホテルラングウッド
東京グリーンパレス
渋谷庵GURI
東京ガーデンパレス
未定
東京ガーデンパレス
ホテル・ベルクラシック東京
ホテルラングウッド
東京ガーデンパレス
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
八重洲富士屋ホテル
銀座ライオン・七丁目店
未定
上野グリーンパーク
ホテル・ラポート千寿閣
日本教育会館
東京ガーデンパレス
日本教育会館
東京ガーデンパレス
八重洲富士屋ホテル
上野精養軒
肉の万世本店
大森東急イン
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
八重洲富士屋ホテル
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
上野グリーンパーク
銀座ライオン・七丁目店

加盟団体の集い開催一覧加盟団体の集い開催一覧加盟団体の集い開催一覧
2012年予定
団体名　　　　　　　　　　         　　  開催日　 　 　 　 　 　 　 　   場所

2011年実施
団体名　　　　　　　　　　　         　　　開催日　　　　　　　　  　場所　　　　　　　　　 団体名　　　　　　　　　　　         　　　開催日　　　　　　　　  　場所

滝沢ふるさと会
花巻南高校同窓会東京支部
東京宮古同郷会
東京柏葉会
鎌倉岩手県人会
ふるさと住田会
水農同窓会東京支部
久慈高校同窓会東京支部
八幡平ふるさと会
岩手町ふるさと会
ふるさと平泉会
盛商同窓会東京支部
在京関中一高会
久慈地区高校東京同窓会
在京雫石町友会
千厩高校同窓会東京支会
在京いさわ会
ふる里山田同郷の会
東京福陵会
在京花巻人会
東京岩水会
在京田野畑村ふるさと会
葛巻ふるさと会

23年 2月 6日
23年 4月 10日
 中止
23年 4月 17日
23年 4月 24日
 中止
23年 5月 29日
 中止
23年 5月 29日
23年 6月 4日
23年 6月 12日
23年 6月 18日
23年 6月 19日
23年 6月 11日
23年 6月 25日
 中止
 中止
 中止
23年 7月 2日
23年 7月 2日
 中止
23年 7月 24日
23年 8月 15日

リストランテ　ベニーレ・ベニーレ
上野精養軒

銀座ｓｕn－ｍｉ高松
銀座アスター鎌倉賓館

日本教育会館

ホテルラングウッド
東京グリーンパレス
浅草ビューホテル
東京ガーデンパレス
ホテル・ベルクラシック東京
渋谷庵GURI
ホテルラングウッド

アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
八重洲富士屋ホテル

庵ＧＵＲＩ
葛巻町ふれあい宿舎

大原同郷人会
在京藤沢郷友会
一関ふるさと会
さんりく大船渡人会
町田市岩手ふるさと会
在京二戸人会
在京金ヶ崎人会
北上ふるさと会
東京盛岡ふるさと会
在京大迫人会
在京盛岡太田会
首都圏水沢人会
久慈ふるさと会
遠野高校同窓会首都圏支部
在京石鳥谷町人会
ふるさと矢巾会
江刺ふるさと会
前沢ふるさと会
岩手川崎ふるさと会
盛工同窓会東京支部
ふるさと大槌会
東山町ふるさと会

23年 9月 6日
23年 9月 26日
23年 10月 10日
23年 10月 16日
23年 10月 16日
23年 10月 8日
23年 10月 23日
23年 10月 23日
23年 10月 22日
23年 10月 30日
23年 10月 30日
23年 10月 29日
22年 1１月 5日
23年 1１月 13日
23年 1１月 6日
23年 1１月 12日
23年 1１月 20日
23年 1１月 23日
23年 1１月 23日
23年 1１月 26日
23年 1２月 10日
23年 1１月 27日

川崎駅ビルカメリアホール
ホテルグランドパレス
上野グリーンパーク
東京ガーデンパレス
ホテル・ラポート千寿閣
東京グリーンパレス
八重洲富士屋ホテル
東京ガーデンパレス
ホテルグランドパレス
日本教育会館
北海道恵比寿ガーデンプレイス店
日本教育会館
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
肉の万世本店
上野精養軒
大森東急イン
銀座ライオン・七丁目店
八重洲富士屋ホテル
アルカディア市ヶ谷（旧私学会館）
ホテルラングウッド
新日鉄代々木倶楽部
上野グリーンパーク

会　　長　清川　久壽
幹  事  長　坂本　俊雄

在京一戸人会

連絡担当　　清川　久壽
〒165-0035　中野区白鷺2-50-15-1553　　　
　　　　　　 　TEL  03-3338-8849

支  部  長　矢野　光子
顧　　問　山口　妙子

花巻南高校同窓会東京支部

連絡担当　　有田　睦子
〒106-0045　東京都港区麻布十番2-19-7
　　　　　　 麻布網代マンション301
　　　　　　 TEL・FAX  03-3451-0746

会　　長　村山　登

ふるさと玉山会

連絡担当　　斎藤　昭彦
〒107-0052　港区赤坂2-17-65-411（株）三和内
TEL  03-3586-8055　FAX  03-3583-1594

会　　長　主浜　誠
事務局長　櫻田　禮吉

雫石高校東京同窓会

連絡担当　　櫻田　禮吉
〒234-0053　横浜市港南区港南台9-19-1-402
　　　　　　 TEL・FAX  045-834-0551

べごっこ会

連絡担当　　高橋　孝一郎
〒110-0003　東京都台東区根岸1-10-15
　　　　　　 下田ビル302号
　　　　 　　      TEL  03-3876-2907

代　　表　藤原　重光

（在京国税岩手県人会）

釜石はまゆり会

連絡担当　　藤原　孝次
〒101-0054　千代田区神田錦町3-19-21協材興業（株）
TEL  03-5280-2282  FAX  03-5280-2285

会　　長　金山亜希雄
副 会 長 金野　克佐
副  会  長　岩井　文子

紫波町ふるさと会

連絡担当　　伊藤　正二
〒251-0873　藤沢市みその台3-3-101　                                              
                       TEL  0466-82-0830

会　　長　藤原　洋雄
幹 事 長　伊藤　正二

会　　長　吉田　いと
幹  事  長　阿部　克也

大原同郷人会

連絡担当　　阿部　克也
〒241-0817　神奈川県横浜市旭区今宿2-52-4   
                       TEL  045-364-6526

在京ふるさと浄法寺会

連絡担当　　清川　和廣　　
〒351-0115　和光市新倉8-17-25（株）ワンズリプラスチックス
　 TEL  048-463-5588　FAX  048-463-5665

会　　長　清川　和廣
副  会  長　獅子内　栄子
副  会  長　舘　　與吉
副  会  長　砂子田　薫

滝沢ふるさと会

連絡担当　 （事務局長）加賀谷　建
〒020-0192　岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55番地
滝沢ふるさと会事務局（滝沢村企画総務部　企画総務課内）
TEL  019-684-2111内線331  FAX  019-684-1517

会　　長　上田　常恭
副  会  長　高橋　礎
　　　　　佐藤　毅

江刺ふるさと会

連絡担当　　菅原　忠雄
〒170-0005　豊島区南大塚2-42-3-1104  千葉事務所内                      
TEL  03-5395-7224  FAX  03-5395-7229

会　　長　菅原　忠雄
事務局長　及川　伸

久慈ふるさと会

連絡担当　　間　重二
〒207-0012　東大和市新堀2-1097-42
　　　　　　 TEL  042-564-7263

会　　長　生平　幸立

水農同窓会東京支部

連絡担当　　小野寺　貢
〒359-1111　所沢市緑町3-36-10
　　　　　　 TEL・FAX  04-2924-4545

支  部  長　村上　修治

（あひる会）

在京金ケ崎人会

連絡担当　　小島　守正
〒351-0101　和光市白子3-3-7
　　　　　　 TEL・FAX  048-462-8754

会　　長　小島　守正
事務局長　矢郷　豊

ふるさと大槌会

連絡担当　　金崎　雄三郎
〒181-0013   東京都三鷹市下連雀3-32-15-608　
　　　 　　 　          TEL・FAX  0422-26-7422

会　　長　金崎　雄三郎
顧　　問　松橋　暉男
幹　　事　松橋　雅平

遠野高校同窓会首都圏支部

連絡担当　　阿部　武
〒340-0831　八潮市南後谷719-37　　　　　　
　　　 　　 　          TEL・FAX  048-996-4958

会　　長　正一　恂
副  会  長　佐々木　誠
副  会  長　吉原　サダ

連絡担当　　前原　克郎
〒355-0214　埼玉県比企郡嵐山町志賀222-68
　　　 　　 　         TEL .FAX 0493-62-6834

会　　長　小原　八郎　
副 会 長 上村　実川喜
副 会 長 鈴木　信平
幹 事 長 前原　克郎

在京田野畑村ふるさと会 岩手県人聴力障害者会

連絡担当　　桑山　カヨ
〒174-0046　東京都板橋区蓮根3-12-29
　　　　　　 第5ベルハイツ206号 
　 　　　　　FAX  03-3967-2317

会　　長　桑山　大一
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支 部 長　石森　寛
事務局長　多田　傑
事務局次長　石井　満

釜石高校同窓会関東支部

連絡担当　　多田　傑
〒242-0006　大和市南林間6-30-4　　　　　 
　　　　　　 TEL・FAX  046-276-1722

東京福陵会

連絡担当　　古舘　成一
〒144-0052　東京都大田区蒲田5-48-10
　　　　　　ハイライフ蒲田205
　　　　　　 TEL・FAX  03-6657-8827

会　　長　小向　將介

（福岡高校東京地区同窓会）

葛巻ふるさと会

連絡担当　　落宰　房夫
〒273-0001　船橋市市場4-1-2-209  
                      TEL・FAX  047-422-4876

会　　長　落宰　房夫
副  会  長　五老　辰雄
　　　　　阿部　勝彦

会　　長　菅原　啓氏
副 会 長　浅理　知彦
副 会 長　池野　とよ

大東高校首都圏同窓会

連絡担当　　菅原　啓氏
〒272-0025　市川市大和田3-25-17
　　　　　　 TEL  047-370-7949

東京柏葉会

連絡会担当　菅野　巧
〒134-0083　江戸川区中葛西3-27-18-304　  
                      TEL・FAX  03-5674-5619

会　　長　堀合　辰夫
幹  事  長　菅野　巧

（盛岡農業高校同窓会）

千厩町ふる里会
会　　長　山口　紀代子
事務局長　村上　和男

連絡担当　　（事務局長）村上　和男
〒111-0056　東京都台東区小島2-9-10
　　　　　　小島アートプラザ2F管理室
TEL  03-3861-0522　FAX 03-3862-5570

町田市岩手ふるさと会
会　　長　澤口　正男
副  会  長　照井　光夫
連合会幹事　阿部　洋

連絡担当　　伊藤　忠一
〒194-0032　町田市本町田2523-7 ハ-22-209
               　     TEL・FAX  042-792-4272

会　　長　瀬川　紘一

在京花巻人会

連絡担当　　高橋　良光
〒100-0006　千代田区有楽町2-2-2     
　　　　　　 数寄屋橋大雅ビル3階
　　　　　　 花巻市東京事務所内
TEL  03-3573-5773  FAX  03-3573-5727

一関ふるさと会

連絡担当　　伊藤　昭助
〒208-0023　武蔵村山市伊奈平2-56-2
TEL  042-520-0788  FAX  042-560-5613

会　　長　伊藤　昭助
　　　　

みやもりふるさと会

連絡担当　　多田　卓二
〒197-0831　あきる野市下代継125-10
TEL  042-558-1314  FAX  042-558-1314

会　　長　河野　忠功
副  会  長　多田　晃
幹　　事　宮崎　洋子

会　　長　鈴木　勲
事務局長　熊谷　富雄
幹  事  長　安藤　タカノ

ふるさと住田会

連絡担当　　熊谷　富雄
〒339-0065　さいたま市岩槻区宮町2-2-34　
　　　　　　　 TEL・FAX  048-757-6187

会　　長　朝橋　忠三
副  会  長　蟹澤　政志

四街道市岩手県人会

連絡担当　　藤澤　光雄
〒284-0001　四街道市大日449-5
　　　　　　 TEL  043-423-2010

盛商同窓会東京支部

連絡担当　 （幹事長）工藤　三男
〒190-0022   東京都立川市錦町4-4-20　　　　
　　　　　　携帯　090-2621-1580

相  談  役　澤口　健児
支  部  長　立花　好三

在京雫石町友会
会　　長　坂本　已由
副  会  長　上野　善男
副  会  長　新里　孝二

連絡担当　　高畑　昭四郎
〒274-0815　船橋市西習志野3-37-4
　　　　　　  TEL 047-463-7689

会　　長　横山　邦夫
事務局長　伊東　　攻

岩谷堂高校在京同窓会

連絡担当　　千葉　健夫
〒170-0005　豊島区南大塚2-42-3-1104 千葉事務所内    
TEL  03-5395-7224  FAX  03-5395-7229

千厩高校同窓会東京支会

連絡担当　　（会長）村上　和男
〒111-0056　東京都台東区小島2-9-10
　　　　　　 小島アートプラザ2F管理室
TEL  03-3861-0522　FAX  03-3862-5570

会　　長　村上　和男

東山町ふるさと会

連絡担当　　小野寺　正明
〒300-1217　牛久市さくら台3-19-2　　　　
                       TEL  029-872-8367

会　　長　伊藤　公榮
副 会 長　小野寺　正明

会　　長　小野寺玉峰
副  会  長　廣野　照海
事務局長　小澤　安人

在京江刺人会

連絡担当　　小澤　安人　
〒114-0014　東京都北区田端6-3-5
　　　　　　 TEL・FAX  03-3823-1877

会　　長　千葉　斗田
副 会 長 　鈴木　正輝
事務局長　千田　庄三

前沢ふるさと会

連絡担当　　千葉　斗田　
〒333-0862　川口市北園町13-1-503
　　　　　　 TEL・FAX  048-266-9846

会　　長　佐藤　勇幸
副 会 長　権田　郁子
副 会 長　藤原　尚武
副 会 長　佐々木　利明

在京盛岡太田会

連絡担当　 （事務局長）古川　賢二　
〒245-0067　横浜市戸塚区深谷町281
　　　　　　 TEL  045-852-2702

一関市

一関市

東京大野つばさ会

連絡担当　 （事務長）渡辺　富男
〒104-0032　中央区八丁堀三丁目11-8 美和ビル4Ｆ
　　　 　  　有限会社ウェーヴクリエーション内
　　TEL  03-5541-5005　FAX  03-5541-7592

会　　長　福島　義雄
副  会  長　木村　寛

八幡平ふるさと会

連絡担当　 （事務局）小野沢　栄治
〒120-0024　足立区千住関屋町17-15-1-1412
　　　　 　　 TEL・FAX  03-3870-7760

会　　長　田村　啓造

連絡担当　　菅野　建弘　TEL  070-6664-6224
〒133-0052　江戸川区東小岩1-19-19
　　　 　　 　         

名誉会長　折笠　英夫　
会　　長　渡邉　嘉二郎
副 会 長 菅野　建弘
　　　　　高橋　寛

北上ふるさと会

岩手川崎ふるさと会

連絡担当　　相澤　勝
〒300-2307　つくばみらい市板橋1861-14

会　　長　及川　忠雄
副  会  長　松枝　ヒロ子
副  会  長　澤田　時二
　　　　

首都圏水沢人会

連絡担当　　平澤　永助
〒167-0022   杉並区下井草3-28-15-205
　　　　　　 TEL  03-5382-3322

会　　長　小場　篤

在京大迫人会

連絡担当　 （事務局長）佐藤　充功
〒349-0114　埼玉県蓮田市馬込1398-2
　　　　　　 TEL 048-769-3290

会　　長　菊池　　裕
副 会 長　佐藤　充功

 在京藤沢郷友会

連絡担当　　熊谷　博
〒194-0043　町田市成瀬台3-39-18
　　　　　　 TEL・FAX  042-721-7623

名誉会長　佐藤　健男
会　　長　小野　春芳

久慈地区高校東京同窓会

連絡担当　　栃　由春（工業）
〒270-0023　松戸市八ヶ崎2-20-9                　
　　　　　　 TEL  047-344-7619

会　　長　椀平　邦夫（農林）

在京いさわ会

連絡担当　   事務局長　高橋　強
〒136-0071　江東区亀戸2-6-4-1017
　　　　　　 TEL・FAX  03-3682-1381

会　　長　小原　良子

在京関中一高会
（一関一高同窓会東京支部）

会　　長　柳澤　惇　　　
　　　　　　

連絡担当　　清野　翼
〒168-0063　杉並区和泉4-29-3
　　　　　     TEL・FAX  03-3327-1501

会　　長　佐瀬　くらら

東京盛岡ふるさと会

連絡担当　　中川　政則
〒100-0012　千代田区日比谷公園1-3  市政会館5階
　　　　　　 盛岡市東京事務所内
TEL  03-3595-7101　FAX  03-3595-7102

在京二戸人会

連絡担当　　石輪　幸則
〒135-0034　江東区永代2-30-9　2F（株）栄光
TEL  03-3630-6226  FAX  03-3643-5337

会　　長　五日市　進

水沢商業高校東京同窓会

連絡担当　　梅原　岑生
〒202-0011　西東京市泉町2-18-15
                       TEL  0424-23-0912

会　　長　梅原　岑生

さんりく大船渡人会

連絡担当　　佐藤　和彦
〒350-1109　川越市霞ヶ関北4-16-14　　 
　　　　　　 TEL・FAX  049-232-2167

会　　長　櫻田　　豊
事務局長　佐藤　和彦

会　　長　中野　健治
副  会  長　富川　祐子
副  会  長　長根　福人

ふるさと普代会

連絡担当   幹事長　野崎　和幸
〒230-0077　横浜市鶴見区東寺尾2-7-10
　　　　　　エクレール鶴見東寺尾101号
　　　　　　TEL・FAX  045-633-4844

ふるさと平泉会

連絡担当　 （幹事長）　伊藤　政人
〒300-1266　つくば市自由ヶ丘449-66
TEL  029-876-1039

会　　長　西村　専次
副  会  長　鈴木　喜佐人
　  同  　　高橋　智

盛工同窓会東京支部

連絡担当　　 鈴木　正敏
〒131-0033   墨田区向島3-14-10 サンハイム305
　　　　　　TEL・FAX  03-3829-2248

支  部  長　菅田　　修
副支部長　山崎　重人
　　　　　笹田　　学

在京石鳥谷町人会
会　　長　高橋　弘美　　　　　　

連絡担当　　大竹　雅夫
〒187-0031　東京都小平市小川東町1817-39
　　　　　　TEL・FAX  042-332-3025

岩手町ふるさと会
会　　長　及川　喜一

連絡担当　　及川　喜一
〒176-0021　練馬区貫井1-13-22-407
　　　　　　 TEL  03-3990-9604

白梅同窓会  東京支部

連絡担当　　吉岡　玲子
〒154-0011　世田谷区上馬2-24-3　　　　　      
　　　　　　 TEL  03-3412-7537

会　　長　佐野　吉治
副  会  長　菅野　悠子

東京宮古同郷会
（宮古会）

連絡担当　　平野　恵美子
〒124-0014　東京都葛飾区東四つ木3-46-6
TEL   03-3696-0567  FAX  03-3696-0595　

会　　長　白土　正治

会　　長　村松　充
幹  事  長　村井　雄一

ふるさと矢巾会

連絡担当　　高橋　大新
〒225-0016　横浜市青葉区みすずが丘1-33
　　　　　　 TEL・FAX  045-974-0181

東京岩水会

連絡担当　　白土　正治
〒104-0045　中央区築地2-14-3 NIT築地ビル6Ｆ
　　　　　　（株）吉岡水産内
　　TEL  03-3542-7401　FAX  03-3545-4387

会　　長　白土　正治
幹  事  長　吉田　健彦

ふる里山田同郷の会

連絡担当　　佐藤　満
〒343-0821　埼玉県越谷市瓦曽根1-6-6　　　　
　　　　　 　 TEL・FAX  048-966-4663

会　　長　小川　俶弘
副  会  長　昆　萬嗣雄
副  会  長　湊　　武美

在京東和町友会

連絡担当　　佐々木　幸三
〒105-0004　東京都港区新橋1-9-6C01 新橋ビル8階
　　　　　　　株式会社アドブレーン内
TEL  03-3289-1221  FAX  03-3289-1220

会　　長　佐々木　幸三 会　　長　早川　正行
副  会  長　熊谷　吉次
副  会  長　菊池　次男

鎌倉岩手県人会

連絡担当　　早川　正行
〒253-0006　神奈川県茅ヶ崎市堤1069
　　　　　　 TEL・FAX  0467-52-4669

ふるさと花泉会

連絡担当　　皆川　弘美　　
〒164-0001　中野区中野4-4-11
TEL  03-3388-9638  FAX  03-3388-5861

会　　長　奥住　公夫

湘南岩手県人会

連絡担当　　及川　忠秋
〒239-0801　横須賀市馬掘海岸4-1-14-107           
　　　　　　TEL  046-842-1869

会　　長　及川　忠秋
幹  事  長　波柴　勝三
事務局長　千田　洋
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支 部 長　石森　寛
事務局長　多田　傑
事務局次長　石井　満

釜石高校同窓会関東支部

連絡担当　　多田　傑
〒242-0006　大和市南林間6-30-4　　　　　 
　　　　　　 TEL・FAX  046-276-1722

東京福陵会

連絡担当　　古舘　成一
〒144-0052　東京都大田区蒲田5-48-10
　　　　　　ハイライフ蒲田205
　　　　　　 TEL・FAX  03-6657-8827

会　　長　小向　將介

（福岡高校東京地区同窓会）

葛巻ふるさと会

連絡担当　　落宰　房夫
〒273-0001　船橋市市場4-1-2-209  
                      TEL・FAX  047-422-4876

会　　長　落宰　房夫
副  会  長　五老　辰雄
　　　　　阿部　勝彦

会　　長　菅原　啓氏
副 会 長　浅理　知彦
副 会 長　池野　とよ

大東高校首都圏同窓会

連絡担当　　菅原　啓氏
〒272-0025　市川市大和田3-25-17
　　　　　　 TEL  047-370-7949

東京柏葉会

連絡会担当　菅野　巧
〒134-0083　江戸川区中葛西3-27-18-304　  
                      TEL・FAX  03-5674-5619

会　　長　堀合　辰夫
幹  事  長　菅野　巧

（盛岡農業高校同窓会）

千厩町ふる里会
会　　長　山口　紀代子
事務局長　村上　和男

連絡担当　　（事務局長）村上　和男
〒111-0056　東京都台東区小島2-9-10
　　　　　　小島アートプラザ2F管理室
TEL  03-3861-0522　FAX 03-3862-5570

町田市岩手ふるさと会
会　　長　澤口　正男
副  会  長　照井　光夫
連合会幹事　阿部　洋

連絡担当　　伊藤　忠一
〒194-0032　町田市本町田2523-7 ハ-22-209
               　     TEL・FAX  042-792-4272

会　　長　瀬川　紘一

在京花巻人会

連絡担当　　高橋　良光
〒100-0006　千代田区有楽町2-2-2     
　　　　　　 数寄屋橋大雅ビル3階
　　　　　　 花巻市東京事務所内
TEL  03-3573-5773  FAX  03-3573-5727

一関ふるさと会

連絡担当　　伊藤　昭助
〒208-0023　武蔵村山市伊奈平2-56-2
TEL  042-520-0788  FAX  042-560-5613

会　　長　伊藤　昭助
　　　　

みやもりふるさと会

連絡担当　　多田　卓二
〒197-0831　あきる野市下代継125-10
TEL  042-558-1314  FAX  042-558-1314

会　　長　河野　忠功
副  会  長　多田　晃
幹　　事　宮崎　洋子

会　　長　鈴木　勲
事務局長　熊谷　富雄
幹  事  長　安藤　タカノ

ふるさと住田会

連絡担当　　熊谷　富雄
〒339-0065　さいたま市岩槻区宮町2-2-34　
　　　　　　　 TEL・FAX  048-757-6187

会　　長　朝橋　忠三
副  会  長　蟹澤　政志

四街道市岩手県人会

連絡担当　　藤澤　光雄
〒284-0001　四街道市大日449-5
　　　　　　 TEL  043-423-2010

盛商同窓会東京支部

連絡担当　 （幹事長）工藤　三男
〒190-0022   東京都立川市錦町4-4-20　　　　
　　　　　　携帯　090-2621-1580

相  談  役　澤口　健児
支  部  長　立花　好三

在京雫石町友会
会　　長　坂本　已由
副  会  長　上野　善男
副  会  長　新里　孝二

連絡担当　　高畑　昭四郎
〒274-0815　船橋市西習志野3-37-4
　　　　　　  TEL 047-463-7689

会　　長　横山　邦夫
事務局長　伊東　　攻

岩谷堂高校在京同窓会

連絡担当　　千葉　健夫
〒170-0005　豊島区南大塚2-42-3-1104 千葉事務所内    
TEL  03-5395-7224  FAX  03-5395-7229

千厩高校同窓会東京支会

連絡担当　　（会長）村上　和男
〒111-0056　東京都台東区小島2-9-10
　　　　　　 小島アートプラザ2F管理室
TEL  03-3861-0522　FAX  03-3862-5570

会　　長　村上　和男

東山町ふるさと会

連絡担当　　小野寺　正明
〒300-1217　牛久市さくら台3-19-2　　　　
                       TEL  029-872-8367

会　　長　伊藤　公榮
副 会 長　小野寺　正明

会　　長　小野寺玉峰
副  会  長　廣野　照海
事務局長　小澤　安人

在京江刺人会

連絡担当　　小澤　安人　
〒114-0014　東京都北区田端6-3-5
　　　　　　 TEL・FAX  03-3823-1877

会　　長　千葉　斗田
副 会 長 　鈴木　正輝
事務局長　千田　庄三

前沢ふるさと会

連絡担当　　千葉　斗田　
〒333-0862　川口市北園町13-1-503
　　　　　　 TEL・FAX  048-266-9846

会　　長　佐藤　勇幸
副 会 長　権田　郁子
副 会 長　藤原　尚武
副 会 長　佐々木　利明

在京盛岡太田会

連絡担当　 （事務局長）古川　賢二　
〒245-0067　横浜市戸塚区深谷町281
　　　　　　 TEL  045-852-2702

一関市

一関市

東京大野つばさ会

連絡担当　 （事務長）渡辺　富男
〒104-0032　中央区八丁堀三丁目11-8 美和ビル4Ｆ
　　　 　  　有限会社ウェーヴクリエーション内
　　TEL  03-5541-5005　FAX  03-5541-7592

会　　長　福島　義雄
副  会  長　木村　寛

八幡平ふるさと会

連絡担当　 （事務局）小野沢　栄治
〒120-0024　足立区千住関屋町17-15-1-1412
　　　　 　　 TEL・FAX  03-3870-7760

会　　長　田村　啓造

連絡担当　　菅野　建弘　TEL  070-6664-6224
〒133-0052　江戸川区東小岩1-19-19
　　　 　　 　         

名誉会長　折笠　英夫　
会　　長　渡邉　嘉二郎
副 会 長 菅野　建弘
　　　　　高橋　寛

北上ふるさと会

岩手川崎ふるさと会

連絡担当　　相澤　勝
〒300-2307　つくばみらい市板橋1861-14

会　　長　及川　忠雄
副  会  長　松枝　ヒロ子
副  会  長　澤田　時二
　　　　

首都圏水沢人会

連絡担当　　平澤　永助
〒167-0022   杉並区下井草3-28-15-205
　　　　　　 TEL  03-5382-3322

会　　長　小場　篤

在京大迫人会

連絡担当　 （事務局長）佐藤　充功
〒349-0114　埼玉県蓮田市馬込1398-2
　　　　　　 TEL 048-769-3290

会　　長　菊池　　裕
副 会 長　佐藤　充功

 在京藤沢郷友会

連絡担当　　熊谷　博
〒194-0043　町田市成瀬台3-39-18
　　　　　　 TEL・FAX  042-721-7623

名誉会長　佐藤　健男
会　　長　小野　春芳

久慈地区高校東京同窓会

連絡担当　　栃　由春（工業）
〒270-0023　松戸市八ヶ崎2-20-9                　
　　　　　　 TEL  047-344-7619

会　　長　椀平　邦夫（農林）

在京いさわ会

連絡担当　   事務局長　高橋　強
〒136-0071　江東区亀戸2-6-4-1017
　　　　　　 TEL・FAX  03-3682-1381

会　　長　小原　良子

在京関中一高会
（一関一高同窓会東京支部）

会　　長　柳澤　惇　　　
　　　　　　

連絡担当　　清野　翼
〒168-0063　杉並区和泉4-29-3
　　　　　     TEL・FAX  03-3327-1501

会　　長　佐瀬　くらら

東京盛岡ふるさと会

連絡担当　　中川　政則
〒100-0012　千代田区日比谷公園1-3  市政会館5階
　　　　　　 盛岡市東京事務所内
TEL  03-3595-7101　FAX  03-3595-7102

在京二戸人会

連絡担当　　石輪　幸則
〒135-0034　江東区永代2-30-9　2F（株）栄光
TEL  03-3630-6226  FAX  03-3643-5337

会　　長　五日市　進

水沢商業高校東京同窓会

連絡担当　　梅原　岑生
〒202-0011　西東京市泉町2-18-15
                       TEL  0424-23-0912

会　　長　梅原　岑生

さんりく大船渡人会

連絡担当　　佐藤　和彦
〒350-1109　川越市霞ヶ関北4-16-14　　 
　　　　　　 TEL・FAX  049-232-2167

会　　長　櫻田　　豊
事務局長　佐藤　和彦

会　　長　中野　健治
副  会  長　富川　祐子
副  会  長　長根　福人

ふるさと普代会

連絡担当   幹事長　野崎　和幸
〒230-0077　横浜市鶴見区東寺尾2-7-10
　　　　　　エクレール鶴見東寺尾101号
　　　　　　TEL・FAX  045-633-4844

ふるさと平泉会

連絡担当　 （幹事長）　伊藤　政人
〒300-1266　つくば市自由ヶ丘449-66
TEL  029-876-1039

会　　長　西村　専次
副  会  長　鈴木　喜佐人
　  同  　　高橋　智

盛工同窓会東京支部

連絡担当　　 鈴木　正敏
〒131-0033   墨田区向島3-14-10 サンハイム305
　　　　　　TEL・FAX  03-3829-2248

支  部  長　菅田　　修
副支部長　山崎　重人
　　　　　笹田　　学

在京石鳥谷町人会
会　　長　高橋　弘美　　　　　　

連絡担当　　大竹　雅夫
〒187-0031　東京都小平市小川東町1817-39
　　　　　　TEL・FAX  042-332-3025

岩手町ふるさと会
会　　長　及川　喜一

連絡担当　　及川　喜一
〒176-0021　練馬区貫井1-13-22-407
　　　　　　 TEL  03-3990-9604

白梅同窓会  東京支部

連絡担当　　吉岡　玲子
〒154-0011　世田谷区上馬2-24-3　　　　　      
　　　　　　 TEL  03-3412-7537

会　　長　佐野　吉治
副  会  長　菅野　悠子

東京宮古同郷会
（宮古会）

連絡担当　　平野　恵美子
〒124-0014　東京都葛飾区東四つ木3-46-6
TEL   03-3696-0567  FAX  03-3696-0595　

会　　長　白土　正治

会　　長　村松　充
幹  事  長　村井　雄一

ふるさと矢巾会

連絡担当　　高橋　大新
〒225-0016　横浜市青葉区みすずが丘1-33
　　　　　　 TEL・FAX  045-974-0181

東京岩水会

連絡担当　　白土　正治
〒104-0045　中央区築地2-14-3 NIT築地ビル6Ｆ
　　　　　　（株）吉岡水産内
　　TEL  03-3542-7401　FAX  03-3545-4387

会　　長　白土　正治
幹  事  長　吉田　健彦

ふる里山田同郷の会

連絡担当　　佐藤　満
〒343-0821　埼玉県越谷市瓦曽根1-6-6　　　　
　　　　　 　 TEL・FAX  048-966-4663

会　　長　小川　俶弘
副  会  長　昆　萬嗣雄
副  会  長　湊　　武美

在京東和町友会

連絡担当　　佐々木　幸三
〒105-0004　東京都港区新橋1-9-6C01 新橋ビル8階
　　　　　　　株式会社アドブレーン内
TEL  03-3289-1221  FAX  03-3289-1220

会　　長　佐々木　幸三 会　　長　早川　正行
副  会  長　熊谷　吉次
副  会  長　菊池　次男

鎌倉岩手県人会

連絡担当　　早川　正行
〒253-0006　神奈川県茅ヶ崎市堤1069
　　　　　　 TEL・FAX  0467-52-4669

ふるさと花泉会

連絡担当　　皆川　弘美　　
〒164-0001　中野区中野4-4-11
TEL  03-3388-9638  FAX  03-3388-5861

会　　長　奥住　公夫

湘南岩手県人会

連絡担当　　及川　忠秋
〒239-0801　横須賀市馬掘海岸4-1-14-107           
　　　　　　TEL  046-842-1869

会　　長　及川　忠秋
幹  事  長　波柴　勝三
事務局長　千田　洋
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