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＜＜＜ 今日一日の注意事項 ＞＞＞

① きょうの総会・記念講演・懇親会は接待に徹してください。

② 喫煙・一部集まってのおしゃべりは禁忌「はっぴ」を脱ぐまではがんばってください。（喫煙されるかたは所定の場所で「はっぴ」

を脱いでお願いします。飲み水は 2 階バンケットホール桃源（西）に用意されています。

③ 「体調を崩された方」は、記念事業・総会時は２階バンケットホール桃源西に、懇親会時は 1 階受付の裏の応接室に誘導をお願

いします。

④ ハンガーラック 2 階バンケットホール桃源（西）に用意されています。

⑤ 荷物は、2 階バンケットホール桃源（西）1 階受付の裏に応接室に置くことは可能ですが、基本的には荷物・貴重品はクローク

等を使用するなどして各自で管理してください。

（全体スケジュールに乗っ取って行動していただきます。）

⑥ 担当ごとの打ち合わせ、準備が終わりましたら、記念誌等の袋詰めを 1000 袋、1 階受付にて行いますので、

当番幹事受付にてハッピを受け取り集合してください。

⑦ 11 時より 2 階バンケットホール桃源（西）にて昼食を、二階会場担当 樋の指示に従い、各自摂ってください。

⑧ 集合写真撮影を 5 時 40 分 1 階懇親会場（昇仙閣の間）にて行いますので時間には必ず集合してください。

⑨ はっぴの回収は集合写真撮影後、行います。

⑩ 無線機のチャンネル１で使用、はっぴの回収時に一緒に回収しますので責任をもって使用してください。
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開催概要

＜第一部＞ 記念講演会

〇名 称 第１２８周年 甲府中学・甲府一高同窓会記念講演会

〇開催 日 平成２０年５月１７日（土）

〇時 間 １２時５０分～１３時５０分

〇会 場 甲府富士屋ホテル２階 バンケットホール桃源

＜第二部＞ 総 会

〇名 称 平成２０年度 甲府中学・甲府一高同窓会定期総会

〇開催 日 平成２０年５月１７日（土）

〇時 間 １４時１０分～１５時２０分

〇会 場 甲府富士屋ホテル２階 バンケットホール桃源

＜第三部＞ 懇 親 会

〇名 称 第１２８周年 甲府中学・甲府一高同窓会懇親会

〇開催 日 平成２０年５月１７日（土）

〇時 間 １５時３０分～１７時３０分

〇会 場 甲府富士屋ホテル１階 グランドホール昇仙閣
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全体スケジュール表

時刻 全体ｽｹｼﾞｭｰﾙ
「責任者」

9:00 役員、クラス幹事、責任者集合
責任者 打合せ

9:20 協力スタッフ集合 全体打ち合わせ

9:35 各担当ごとのスタッフ打ち合せ、諸準備、確認等9:35 スタッフ打ち合せ、諸準備等 9:35 スタッフ打ち合せ、諸準備等 9:35 スタッフ打ち合せ、諸準備等

10:00 記念誌等 袋詰め 10:00 会場設営確認 10:00 記念誌 袋詰め 10:00 記念誌等 袋詰め
各担当準備開始 会場設営確認 受付の設置

11:00 スタッフ昼食(2階：桃源 西) 11:00 スタッフ昼食(2階：桃源 西) 11:00 スタッフ昼食(2階：桃源 西) 11:00 スタッフ昼食(2階：桃源 西)
講師迎え・接待

11:45
12:00

12:20 受付開始(1階総合受付、2階講演会) 12:20 受付開始(2階講演会) 12:20 受付開始(1階総合受付)

12:50 講演会開演、講師紹介 12:50 講演会開演、講師紹介

13:30 総会受付設営、全体リハーサル 13:30 総会受付設営

13:50 講演会終了 13:50 講演会終了 13:50 会場衣替え 準備・確認

14:10 定期総会開会 14:10 定期総会開会

14:45 懇親会受付開始 14:45 懇親会受付開始

15:20 総会終了 15:25 講師を懇親会へ誘導 15:20 総会終了（忘れ物の確認）

15:30 懇親会開会 15:30 会場係へ合流 15:30 会場係へ合流 15:30 懇親会開会

16:00 受付等撤収 16:00 受付終了 会場担当へ合流
(責任者・来賓担当を除く）

17:30 懇親会おひらき（全員で見送り、後片付け等）17:30 懇親会終了(見送り､片付け) 17:30 懇親会終了(見送り､片付け) 17:30 懇親会終了(見送り､片付け)

17:40 記念写真撮影・打ち上げ準備 17:40 記念撮影後 ハッピの回収 17:40 記念撮影

18:00 当番幹事打ち上げ開始 18:00 当番幹事打ち上げ開始 18:00 当番幹事打ち上げ開始

19:00

総務担当 総合受付担当
（川手・花形）（牛山・田中）（古屋・鈴木）

記念事業担当
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時刻 全体ｽｹｼﾞｭｰﾙ 会員券・販売担当 歓迎・甲府駅案内 担当会場・第２会場 担当 楽器 担当
「責任者」

9:00 役員、クラス幹事、責任者集合
責任者 打合せ

9:20 協力スタッフ集合 全体打ち合わせ

9:35
各担当ごとのスタッフ打ち合せ、諸
準備、確認等

9:35
スタッフ打ち合せ、諸準備
等

9:35
スタッフ打ち合せ、諸準備
等

9:35
スタッフ打ち合せ、諸準
備等

9:35
スタッフ打ち合せ、諸準備
等

10:00 記念誌等 袋詰め 10:00 記念誌等 袋詰め 10:00 記念誌等 袋詰め 10:00 記念誌等 袋詰め 10:00 記念誌等 袋詰め
各担当準備開始 受付の設置 会場設営確認 会場設営確認

11:00 スタッフ昼食(2階：桃源 東・中) 11:00 スタッフ昼食 11:00 スタッフ昼食 11:00 スタッフ昼食 11:00 スタッフ昼食

11:30 11:30 トラック 一高着

11:45 11:45 甲府駅移動 バス①便にて 顧問に挨拶
楽器積み込み、出発

12:00 12:30 トラック富士屋着

12:20 受付開始(1階総合受付、2階講演会) 12:20 受付開始 12:20 案内業務開始 楽器をステージ横へ搬入

12:50 講演会開演、講師紹介 改札口、南口、北口で案内 12:30 セッティング完了
バス発着は北口限定 12:45 楽器をステージ横へ搬入
シャトルバス：１５分間隔

13:30 総会受付設営、全体リハーサル ローテーション運転 13:30 全体リハーサル開始 13:30 リハーサル開始

13:50 講演会終了

14:10 定期総会開会

14:45 懇親会受付開始

15:20 総会終了 15:20 スタンバイ

15:30 懇親会開会 15:30 案内業務終了 15:30 懇親会 開会 15:30 懇親会開会
会場へ移動 最終バスにて 校歌・応援歌斉唱

16:00 受付等撤収 16:00 15:58 ブラスバンド一旦退場
16:35 演奏 開始

17:30
懇親会おひらき（全員で見送り、後
片付け等）

17:30 受付終了 17:30
ホテルでバスの案内 開
始

17:30
懇親会終了(見送り､片付
け)

17:05 演奏終了

記念撮影 準備 トラック 積込

17:40 記念写真撮影・打ち上げ準備 17:40 記念撮影 17:40 記念撮影 17:40 記念撮影 17:40 記念撮影
17:50 トラック 富士屋Ｈ 発

18:00 当番幹事打ち上げ開始 18:00 当番幹事打ち上げ開始 18:00 当番幹事打ち上げ開始 18:00 当番幹事打ち上げ開始 18:10 トラック 一高 着

会）相川・販）秋山 歓）笠井・甲）土橋 会）立川、戸倉、深沢・２）堀内、樋 神宮寺・山下
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12８周年甲府中学･甲府一高同窓会実行委員会・当日担当一覧

平成 20 年 5月 1７日

運営本部

(１６)

実行委員長 水村 勝 4 （副）後藤 斉 2 （副）望月直樹 H5

全ての代表責任者。フリーで動く五一会会長 奥山賢一 9

事務局 富岡好平 8 次）堀内正仁 2 次）花形博子 7 篠原志げみ 10

東京部会 海沼弘忠 9 同上（主に東京同窓会担当）

総務部 田中正志 3

各担当に、個別に張り付く

財務部 早川幸夫 9

記念事業部 古屋孝次 10

記念誌部 古河道也 7

広告部 角田盛人 8

会員券部 遠藤信幸 8

会場部 土屋一真 10 当日の会場全体の総括

司会担当（２） 責任者 藤原紀代美 4 石田好延 H5 (清水まゆみ) P 懇親会の司会、進行

記念事業担当

（１２）

責任者 古屋孝次 10 横内 公（司会） 3 講演会等業務の総括

講演会（会場）係 古河通也 7 窪田洋二 5 西川久雄 10 中村和仁 8 会場設営、講演会の運営

講師誘導 鈴木智子 7 神宮寺好美 2 講師の送迎、誘導

受付 小野 優 4 渥美ゆう子 4 橘田由喜子 8 金丸和男 3 一般聴講者の受付、資料の配布、会場マイク

総務担当

（８）

責任者 牛山邦彦 3 総務担当業務の総括

総会（会場）係 田中正志 3 海沼弘忠 9 鈴木 篤 4 総会の運営補助・会場設営等、来賓接待

会計 早川幸夫 9 宮川芳夫 9 会計事務、現金の管理等

荷物・ハッピ等管理係 高山安夫 3 桜林晋ニ 3 出席者の荷物管理・確認、ハッピ等の管理

保健医療担当

（４）

責任者 有野眞紀子 4 中込 博 6
傷病者の介護及び急病人の対応、運営本部で待機

係員 新藤英夫 6 藤原ひとみ 7

総合受付担当

（３０）

責任者 川手雄仁 1 花形博子 7 望月裕子 9 受付業務全体の総括、来賓・招待者の対応

招待者・来賓 伊藤広子 3 南沢好美 2 小池久美子 3 来賓・招待者の受付、胸花取り付け、席への案内
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定時制 三上由美子 1 浅川雅彦 H5 橋爪基樹 H5

一般同窓生等の受付、記念誌など資料の袋詰め、配布

男子は歓迎担当に合流し、受付への案内・誘導

一般 1（昭和 25 年以前） 中村早苗 10 竹澤知江子 H5 長田和也 H5

一般 2（昭和 26～31 年） 鶴田たみ江 2 吉角由紀 1 長田 恵 H5 塩沢隆司 H5

一般 3（昭和 32 年）

一般 4（昭和 33～40 年） 藤巻紀子 2 吉角由紀 1 宮澤さやか H5 鈴木 貴 H5

一般 5（昭和 41～50 年） 米山啓子 1 志村直美 H5 山下華代子 H5 長澤 斎 H5

一般 6（昭和 52～） 古谷みつ江 9 弦間 誠 H5 輿水博幸 H5

本年度当番幹事 赤池直子 4 木之瀬律子 9 塩江恵美 7 伏屋美和 H5

会員券担当

（５）

責任者 遠藤信幸 8 相川勝六 8 会員券に関する業務の総括

当日券販売 清水 靖 2 鈴木義房 2 当日券販売、代金管理

当日券精算 高井一光 7 各学年配布済会員券及び代金収納、保管

販売担当

（４）

責任者 秋山哲朗 2 田中真一 2 販売業務の総括

係員 ○○○○ ○○○○ 販売所の設置、同窓会誌等の販売

歓迎担当

（１０）

責任者 堀内正仁 2 笠井知幸 2 歓迎業務の総括

係員 清水雅巳 2 金子 聡 6 武藤公明 2 富士屋ホテル玄関内外に整列、来場の同窓生を歓迎

石川甚徳 8 内田功志 6 進藤弘美 9

甲府駅案内

担当

（12）

責任者 土橋道貴 3 石川英昭 3 甲府駅案内業務の総括

係員 新藤寛明 H5 原野欣司 H5 長倉久雄 H5 望月聰一 H5 甲府駅改札前・南口・北口にて北口発会場行バス案内

帰りの甲府駅行きバスへの誘導丸茂雅弘 H5 中島由雅 H5 渡邊大知 H5 八巻友也 H5

荒木新太郎 H5 須田博樹 H5

懇親会場

（６０）

責任者 立川昌仁 10 戸倉和彦 10 深沢茂樹 10 懇親会等業務に関する総括

運営係 矢島幹人 5 仙洞田則夫 1 宮川公徳 5 雨宮英伸 1 懇親会場設営､運営、来賓誘導、照明・ＢＧＭ・ﾏｲｸ等

志村博俊 9 林野芳樹 10 橘田 清 5

角田盛人 8 堀内寛雄 3 保坂正彦 4 久保田一男 6

ワイン試飲コーナー 遠藤信幸 8 谷川千春 8 馬場尚美 8 ワイン試飲コーナー接客

祝電係 （土屋一真） 10 祝電の授受・読みの確認、順番の確認、司会に伝達

写真記録係 加田正人 6 小池 洋 3 丸茂佳子 10 記念写真撮影準備、記録用スナップ撮影（デジカメ）

会場調整係 田中 隆 6 飯島 浩 8 各ゾーンの人員調整、入口～席まで誘導
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接待係 （Ａゾーン）
北村豊司

2
渡辺由美子

9

会場内席の案内、各ｿﾞｰﾝ毎の飲み物の不足状況把握、

ホテル係への指示等（ＡからＱのｿﾞｰﾆﾝｸﾞはｐ８参照）

（Ｂゾーン） 木村かな子 3 矢崎篤子 10

（Ｃゾーン） 保坂栄治 8 小澤真智子 8 神尾真佐子 4

（Ｄゾーン） 佐藤龍太郎 7 海東朝美 3 高本正美 3

（Ｅゾーン） 舟木光幸 7 宮崎智恵美 9

（Ｆゾーン） 小田切良友 8 海瀬和美 8

（Ｇゾーン） 中沢勝 2 古河裕子 3

（Ｈゾーン） 長坂昇 4 新井智子 1

（Ｉゾーン） 堀内玉恵 9 茂木幸子 3 小沢裕美 H5

（Ｊゾーン） 久田みち子 9 小坂郁子 4

（Ｋゾーン） 石原裕 5 橘田直子 7 棚橋俊恵 H5

（Ｌゾーン） 村松英司 6 保坂明子 7

（Ｍゾーン） 鈴木玲子 4 遠藤たか子 10 数野万紀江 H5

（Ｎゾーン） 小川知恵子 10 子安美幸 9 小林夏 H5

（Ｏゾーン） 太田幸恵 10 米山志津江 9 新井さえこ H5

（Ｐゾーン） 貴船玲子 7 横森良子 9 竹川千枝 H5 武居あずさ H5

（Ｑゾーン） 大谷はるみ 8 手塚文子 9 若月みどり H5 吉田美喜子 H5

二階会場

（４）

責任者 堀内正仁 2 樋 紀宏 1 第二会場業務の総括、運営

責任者 桜田徳一 1 横内公（司会） 3 打ち上げ会場の設営、準備

楽器等輸送担

当（５）

責任者 神宮寺靖弘 7 山下 猛 1 楽器等輸送業務の総括､楽器等輸送､搬出入

係員 羽田忠生 1 土橋一徳 3 宮崎雅人 2 応援団器具、返却

※ 氏名の後の○番号はクラスを示す。Ｓ5１卒は一桁、Ｈ５卒はＨ５
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会場レイアウト 講演会・総会

演題

(来賓、代議士、学校職員）

○○○

盛り花 マイク
（歴代学校長、同窓会長）

○○○
マイク

④議長 マイク

マイク

※ １７席×１４列

●
○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○

●

マイク
○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○

マイク

○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○

予備椅子 50 脚

（事務局）

（同窓会・東京同窓会役員）

①御来賓 ②歴代校長

司会台

議長席

③執行部

看板

演台
○○○

○○○

定期総会 会場レイアウト

バンケットホール桃源（東・中）

演題

○ ホワイトボード

盛り花

マイク、水差し、コップ

マイク

※ １７席×１４列 前１列は、御来賓席。

● ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○●

マイク ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○マイク

○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○

予備椅子50脚

司会台

机
演台

看板

講師椅子

講演会 会場レイアウト
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会場レイアウト 懇親会

楽屋

仮設ステージ

司会

360×1200×H60

A B C D E F
23～ 15年～ 14 年

27 年 26年 25 年 24年 22年 来賓 来賓 21年 20年 19年 18年 以前

27年 予備 28 年 28 年 教員 恩師 来賓 29年 29年 予備 30年 30年

G H I J K L
定時制

予備 36 年 35 年 35年 34 年 34 年 33年 33年 32年 32年 31 年 通信制

36年 37年 予備 38年 39年 39年 40年 41年 42年 42 年 予備 43年

M N O P Q

49 年 48年 48年 47年 47年 46年 46年 予備 45年 45年 44年 44年

52 年 52 年 54～ 54～ 58～ H1～

49年 50年 50年 予備 H6年 H6年 53年 53年 57年 57年 63年 H19年

応援団入場

本
ス
テ
ー
ジ
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懇親会進行表

時間 概要 備考 担当 担当
14:45 14:45 受付開始

15:28 同窓会長・学校長･実行委員長 登壇
15:30 15:30 懇親会 開会

役員登壇 （学ラン着用）
校旗入場 羽田・土橋応援団ＯＢ及び有志

15:40 15:40 校歌・応援歌 斉唱
応援団 退場

15:55 15:55 物故者への黙祷
15:56 実行委員長 挨拶 水村勝（みずむら まさる）実行委員長
15:59 同窓会長 挨拶 望月政男（もちづき まさお）同窓会長

16:00 16:02
学校長 挨拶 新津元（にいつ はじめ）

甲府一高校長
16:05 16:05 来賓紹介 歴代校長・歴代同窓会長・来賓
16:10 16:10 乾杯 甲府市長 宮島雅展（みやじま まさのぶ）氏
16:13 16:13 歓談・ＤＶＤ放映 （音声有・・１部）
16:30

16:35 16:35 吹奏楽部演奏・ＤＶＤ放映 （音声無・２部）
16:45

17:05 17:05 吹奏楽部 演奏終了
17:07 17:07 東京同窓会 挨拶 東京同窓会当番幹事

17:10 17:10
目録 授与 水村委員長→新津校長

後藤副委員長→望月同窓会長

17:15 17:13
引継ぎ 水村委員長→斉藤次期委員長

後藤副委員長→野中次期副委員長
富岡事務局長→樋川次期事務局長

17:16 次年度実行委員長 挨拶 斉藤義一（さいとうよしかず）次期実行委員長
17:19 万歳三唱 後藤斎（ごとうひとし）副委員長

17:20 17:22 閉会 挨拶 H５ 望月副実行委員長
17:25 17:25 懇親会 お開き


