
平成３０年度 理窓会栃木支部 総会後の懇親会 写真集 

1/53 
栃木グランドホテル（平30.6.30撮影） 

日時：平成３０年６月３０日（土） １１：００～１４：１５ 
場所：栃木グランドホテル （栃木市万町６－１１） 



2/53 総会終了後の記念撮影 



理窓会 本部副会長、副支部長・増渕 忠行さん挨拶 （昭４３理・物） 3/53 



乾杯の音頭 支部幹事 木村 権蔵さん （昭３５理・化） 4/53 



三宅 洋子さん （昭３９薬・薬） 5/53 支部幹事 三井 恵子さん（昭５５薬・薬） 



特別参加・布井 祥子さん （平２理・数） 6/53 支部幹事 木村 権蔵さん （昭３５理・化） 



栃木グランドホテル社長 支部幹事 若林 可奈子さん （平７理工・経工） 7/53 三宅 洋子さん （昭３９薬・薬） 



特別参加 布井 祥子さん 
（平２理・数） 

鈴木 秀夫さん 
（昭３７理・応化） 8/53 安塚 義男さん 

（昭４８理・数）  



矢部 幹夫さん （昭５３工・経工） 橋本 美智明さん （昭５８理工・数） 山口 恒夫さん （昭６２薬・薬） 9/53 



10/53 
懇親会食事 



懇親会食事 

11/53 



自己紹介・近況報告 

矢部 幹夫さん （昭５３工・経工） 支部長 金子 康法さん 
（昭４５工・経工） 

大塚晴久さん 
（昭４８理工・建築）  12/53 



支部事務局 江面 利道さん 
（昭５０理・応物）  

理窓会本部副会長 山本 幸央さん 
（昭５２理工・経工）  

支部幹事 大武 功治さん 
（昭５０理工・経工） 

13/53 



理事長 本山 和夫さん （昭４７理工・経工） 支部幹事 鈴木 秀夫さん （昭３７理・応化） 14/53 



前澤 和彦さん （昭６０理・物） 支部事務局 中田 賢一さん （平３理工・数） 15/53 



支部事務局 江面 利道さん （昭５０理・応物）  菊池 一弥さん （昭５０工・機械） 16/53 



支部幹事 木村 権蔵さん 
（昭３５理・化） 

支部長 金子 康法さん 
（昭４５工・経工） 

支部幹事 大武 功治さん 
（昭５０理工・経工） 

支部事務局 江面 利道さん 
（昭５０里・応物）  17/53 

能面師 



支部長 金子 康法さん 
（昭４５工・経工） 

支部幹事 能面師 木村 権蔵さん 
（昭３５理・化） 

支部幹事 大武 功治さん 
（昭５０理工・経工） 18/53 



支部長 金子 康法さん （昭４５工・経工） 支部幹事 江面 利道さん （昭５０理・応物）  19/53 



理窓会本部副会長 副支部長 増渕 忠行さん 
 （昭４３理・物） 

理事長 本山 和夫さん 
（昭４７理工・経工） 

特別参加 布井 祥子さん 
 （平２理・数） 20/53 



支部幹事 大武 功治さん （昭５０理工・経工） 21/53 



支部事務局 江面 利道さん （昭５０理・応物）  22/53 



支部事務局 中田 賢一さん （平３理工・数） 23/53 



出口 勝彦 （昭４４理・応化） 24/53 



支部幹事 三井 恵子さん（昭５５薬・薬） 25/53 



三宅 洋子さん （昭３９薬・薬） 26/53 



支部幹事 渡辺 正直さん （昭５０理・化） 27/53 



支部幹事 鈴木 秀夫さん （昭３７理・応化） 28/53 



山口 恒夫さん （昭６２薬・薬） 29/53 



支部事務局 江面 利道さん 
（昭５０理・応物）  30/53 

栃木グランドホテル社長 支部幹事 若林 可奈子さん 
 （平７理工・経工） 



安塚義男さん 
（昭４８理・数）  

大塚 晴久さん 
（昭４８理工・建築）  

橋本 美智明さん 
（昭５８理工・数） 

矢部 幹夫さん 
（昭５３工・経工） 31/53 



副支部長 村松 英男久さん 
（昭５４理工・建築）  

仁平 悦雄さん （昭４８理・物） 安塚 義男さん 
（昭４８理・数）  32/53 



市田 登さん （平１６工・建築） 33/53 



仁平 悦雄さん （昭４８理・物） 34/53 



仁平 悦雄さん （昭４８理・物） 35/53 



橋本 美智明さん （昭５８理工・数） 36/53 



矢部 幹夫さん （昭５３工・経工） 37/53 



特別参加 布井祥子さん （平２理・数） 38/53 



祥子さん、美声披露 39/53 



祥子さん、美声披露 40/53 



理事長と祥子さんとのカラオケデュエット 

41/53 



大塚 晴久さん （昭４８理工・建築）  42/53 



安塚 義男さん （昭４８理・数）  43/53 



理事長と女性陣 44/53 



理事長、支部長と女性陣 45/53 



前澤 和彦さん （昭６０理・物） 46/53 



前澤 和彦さん （昭６０理・物） 47/53 



前澤 和彦さんの話に笑顔の皆さん 48/53 



東京理科大学 校歌斉唱 49/53 



東京理科大学 校歌斉唱 50/53 



東京理科大学 校歌斉唱 51/53 



中締め 支部幹事 大武功治さん （昭５０理工・経工） 52/53 



写真撮影＆編集：出口 勝彦 （昭４４理・応化） 
53/53 

お囃子練習風景（平30.6.30 とちぎ山車会館前にて撮影） 
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