
卒業
年 化学科 機械科 建築科

卒
業
年

化学学科 機械学科 建築学科

S28 S50 平井　恵美子 井口弥一郎 欠

S29 S51 川口　由美子 青山　高廣 佐々木　宏明

S30 欠 椋田　幸男 欠 S52 福山　美咲 田中　真二 磯部　善男

S31 猪田　一吉 ト部　良和 西川　研一 S53 柴岡　明子 水野　　勇 小林　一喜

S32 小林　　茂 岩田　　淳 西川　洋佑 S54 佐々木　しげ 青木　康之 原田　一則

川添　　茂 山田　有治 下村　善彦 S55 欠 音羽　孝彦 山口　公平

国友　昭彦 今井　　武 古田　澄夫 S56 浅野　正美 小宮山　正嗣 高野　俊二

　

S34 近野　貞夫 川妻　弘 宮本　伝一 S57 欠 栗田　尚樹 岩崎　敦子

S35 寺村　幸雄 福永　克夫 神山　隆 S58 桜井　敏勝 森脇　　央 佐野　宏彦

S36 茶木　源蔵 三橋　紀夫 飯田　臣朗 S59 中島　球子 丈達　稔夫 池田　　均

S37 田中　昭道 坂本　佑精 中川　豊太良 S60 富江　利博 石井　正人 高山　幸生

平成２６年度湖風会滋賀支部 評議員一覧表 (工業部）
H26/6  　　　119名

S33
（3）

S33
（2）

S37 田中　昭道 坂本　佑精 中川　豊太良 S60 富江　利博 石井　正人 高山　幸生

S38 明隅　秀男 堀川　　徹 山本　　滋 S61 迫田　岳彦 原　　善春 佐野　宏二

S39 青木　政治 青木　宏 辰巳　健二 S62 新海　　武 澤　　昇一 田中　八千代

S40 古川　良展 横山　勝一 西沢　政男 S63 小島　範子 井上　晃爾 上林　純子

S41 篠原　　　滋 藤田　十次男 西村　雄三 H01 松井　百合子 井場　浩一 山中　隆博

S42 奥井　敏男 青山　康男 東郷　恭伸 H02 大久保　一也 尾田　秀幸 西邑　孝史

S43 欠 牧野　憲司 岸辺　輝弥 H03 井上　佳子 欠 青木　良娘

S44 川崎　良直 服部　依央 野辺　昭造 H04 荒木　博美 竹村　浩治 高木　智子

西山　松雄 泉　　常男 小八木　良和 H05 西川　将司 炭田　　章 坪田　保美

平野　康生 佐生　金蔵 大菅　定男 H06 増田　奈津枝 伊藤　知子 北澤　由紀恵

欠 川崎　和夫 寺村　司郎 山田　昭夫 欠 荒川　しのぶ

欠 犬丸　克巳 江崎　　誠 辻　敦子 石内　寿典 喜多　美紀子

田辺　広司 金森　邦次 重田　英治

欠員総数 10

S46

S47

H08

H07

S48

S45

S49

欠員総数 10

評議員数 1１９名



　　　平成２６年度湖風会滋賀支部 評議員一覧表 (農業部）

H26/6　　　　　　１２0名
卒業
年

農業学科 農業経済学科 農業土木学科
卒業
年

農業学科 農業経済学科 農業土木学科

S28 S51 仲谷　　要 小川　勝見 岡田　文伸

S29 S52 柴田　幸弘 荻原　　仁 高田　雅弘

S30 太田　俊雄 横山　正孝 ＊ S53 手原　　満 上田　祥司 伏木　栄治

55

S31 雲　　　茂 辻　　　實 欠 S54 鬼頭　秀彦 岩根　邦之 井場　貞之

S32 近松　貞夫 芝田　源吾 中島　伸一 S55 中江　吉治 松宮　　隆 伊藤　哲生

S33 青山　繁一 国松　清太郎 赤井　達雄 S56 小島　徳夫 井田　定嗣 寺田　久和

（3)

S33 西郡　弘治 佐野　定雄 福島　茂樹 S57 井上　忠雄 板谷　裕司 鈴木　忠司

（2)

S34 井村　　智 岡田　定一 赤尾　明 S58 福澤　武司 植道　二良 太田　喜隆

S35 津田　　勲 欠 欠 S59 木下　則幸 川部　博史 欠

S36 荒尾　義樹 小島　栄太郎 藤沢　正二 S60 國領　美芳 高田　直和 戸田　稔

S37 馬場　武司 中川　嘉知 今井　博美 S61 谷口　　久 馬場　英樹 大野　尚久S37 馬場　武司 中川　嘉知 今井　博美 S61 谷口　　久 馬場　英樹 大野　尚久

S38 欠 遠藤　雄二 上原　秀介 S62 奥野　彰久 梅本　弥宏 内堀　順立

S39 田中　政章 高瀬　藤一郎 小森　栄次 S63 西村　昭一 福地　猛 西嶋　紳浩

S40 寺川　政義 石塚六郎兵衛 北川　孝雄 H01 穴尾　初子 清水　正樹 杉本　靖久

S41 奥村　富正 青山　市郎 中川　五平 H02 川村　利明 稲垣　　毅 大森　潔浩

S42 長谷川清一 寺村　健一 小森　久夫 H03 土田　清和 北村　信秀 長谷川多恵子

S43 藤井　佐一郎 欠 倉田　清長 H04 中澤　　貴子 川分　敏成 伊藤　明美

S44 大谷　博実 今井　　順 岡　義次 H05 西村　律子 竹原　由美子 荒尾　智雄

S45 植田儀一郎 山本　良治  吉田周一郎 H06 西堀　哲也 北村　和子 北川　清次

S46 欠 大島　常弘 前田　宗太郎 H07 野洲　好範 欠 河居　　悟

S47 西川　静夫 松本　利寛 北村　　彰 H08 松林　国江 梅田　朋江 大菅　　真

S48 馬野　一雄 杉江　　　勝 中村　　武

S49 田中　靖志 高岡　務 浅見　善廣

欠員総数    8名

S50 居川　正洋 上村　重裕 門　　庄助 評議員数 1２０名



１４６名
卒
業 被服科 育児 食物科 保育専門

卒
業 被服科 幼児教育科 食物科 家政科

S28 S51 村井　明美 増田　泰子 欠 野上　陽子

S29 S52 木田　春子 若林　香住 太田　ひろみ 池田　仁美

　

S30 田附　敏子 欠 欠 北村　禮子 S53 杉本　克代 増田　　滋 川上　かね子 伏木　宏子

S31 藤野　英子 古澤　敦子 藤堂美津子 平澤喜利野 S54 川口　清美 北川　公子 山本　佳子

S32 辻村由利子 福井由紀子 伊藤　久子 欠 S55 藤川　典子 若林　陽子 荒木　晴美 木戸　妙子

S33　奥村　清子 澤村　和子 西岡　　睦 金塚　嘉子 S56 平岡　一美 三枝　淳子 田村　裕子 高橋　淳子

S34 中野　璋代 山田　輝子 国友　夏子 筧　　年子 S57 三ツ矢悦子 野本　千明 藤縄ます美 藤堂　ヒロ子

＜　保育　＞

S35 南池美和子 西脇　栄子 出口美和恵 S58 若井　和子 山田　洋子 村岸　裕美 清水　晴美

S36 中村美千子 堀川多壽子 高橋 佐智子 S59 奥谷　智子 福原　悦子 村田　浩美 押谷すみ子

辻　　俊子

S37 久田　幸子 田中　豊子 森田　敦子 S60 小野久美子 加藤　明子 山方　真弓 西川　由紀

S38 小森　敏子 向井　朝子 竹原　藍子 S61 高田　和美 三木美紀子 坂口久仁子 本郷　由香里

S39 木下　絹恵 桐畑　悦子 S62 廣田亜矢子 欠 高橋　　優 寺田　幸子

炭本　淳子 ＜家政科＞

S40 井上　弘子 保田　忠代 田村　恵子 S63 高橋　直美 大島　　都 植田　千晶 川嶌真由美

S41 清原久美子 寺村　のぶ 欠 H01 荒川　尚美 嶋津　弥生 中川　和美 宇水　弓恵

国松　靖子

S42 黒田　清美 藤原みつ代 辻　ひとみ H02 井上　光代 奥野　悦子 欠 寺村多恵子

S43 福島 喜美恵 深尾　淑子 西田芙美子 H03 炭田　優子 伊藤　みゆき 井上　明美 今中　育代

S44 久木　幸子 外村　富子 道明美保子 H04 山田　貴子 四塚　愛美 津崎　佳代 西　加代子

S45 山本　律子 馬場　初代 樋口 多津子 片山ひろみ H05 古池美代子 六角　広江 奥野　みどり 欠

＜幼児教育＞

S46 広実　照美 欠 北沢　文子 山崎百合子 H06 上田　春美 小谷　さおり 須山　知子 青木　正美

S47 西尾　悦子 服部　孝子 鈴木　敬子 吉田　裕子 H07 欠 欠 伊吹美喜子 岩間　昭子

S48 東田　はるみ 真田　睦美 田口　佳子 安積　充枝 H08 北川　陽子 堀田　美雪 宇野　美佳 多井中智子

S49 森澤　照子 三澤　慶子 小澤　恵子 竹内　典子

欠員総数  14名
S50 欠 平石　綾子 閑野　明美 松宮　恵子 評議員数 146名

平成２6年度湖風会滋賀支部 評議員一覧表 (家政部）
H26/6



　 １３６名

期生
卒
業
年

環境生態 環境社会 環境建築 生物資源 材料科学 機械システム 電子ｼｽﾃﾑ

1 H11 木寺　めぐみ 久田　慎一 上田　将矢 伊藤　　強 宇野　紘充 欠 ＊

2 H12 井上　めぐみ 西尾　好未 田中　紗織 牛尾田陽一 欠 大菅　茂治 ＊

3 H13 饗場　　喬 欠 北田　幸大 欠 欠 西村　雅之 ＊

4 H14 土井　絵美 柴田　直幸 上原由佳子 欠 川崎　善則 佐分利功一 ＊

5 H15 垣下　充宏 綾　倫子 岡部佳代子 大村　啓子 大槻　恵司 奥野　聖人 ＊

6 H16 梅景　大輝 小林　文彦 石崎恵都子 芦田　悦子 饗場　　健 岡田　耕治 ＊

7 H17 更井　紀一 杉江　太志 欠 井上　詩子 稲葉　悠 飯田　耕平 ＊

8 H18 丹治のぞみ 木崎　剛志 清家真一朗 青木　俊平 小谷　愛 小野　　剛 ＊

9 H19 角川　裕一 西村有加里 尾田　昌之 欠 川崎　隆史 石田　智巳 ＊

10 H20 小泉　夏子 辻　　晶子 出海かおる 前信　貴宏 松井　定弘 橋本　龍介 ＊

11 H21 中村　光秀 園田由美子 寺田　佳代 小川久美子 岩崎　文孝 欠 ＊

12 H22 奥野　良太 児玉　悠子 欠 松井　重之 欠 欠 ＊

13 H23 籠　　　洋 河原田陽介 岡崎　哲弘 岩井　光之 大倉　清幸 小松　弘明 ＊
柳沼 　勇多

14 H24 青木　美里 粟田　瞳子 市川　誠至 大原　　愛 岩瀬　　信 欠 麻田　　稔

平成２６年度湖風会滋賀支部 評議員一覧表 (県大）

H26/6

15 H25 阿部　瑞穂 池山　邑香 浅野　拓馬 青井　誠也 市橋　　築 荒川　巧弥 伊藤　拓磨

期生
卒
業
年

地域文化 生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ 食生活 人間関係 人間看護

1 H11 瀧澤　茂宣 菊池　圭太 清水　寛子 西田　尚子 ＊

2 H12 北村　綾子 北川浩一郎 鳥元佐知子 橋本佳奈子 ＊

3 H13 泉　真吾 欠 欠 久保　明子 ＊

4 H14 松宮　隆行 欠 小林えりか 河野　寛子 ＊

5 H15 稲田　孝夫 伊藤　雅規 欠 国友　慶子 ＊

6 H16 稲見　俊輔 井原亜矢子 岡　絵美子 井上　純子 ＊

7 H17 岡田　和正 谷口　三葉 辻本裕美子 七里　真紀 ＊

8 H18 欠 佐々木香織 吉永　真保美 鵜飼　真実 ＊

9 H19 欠 欠 寺井　聡子 増本　真代 大橋　麻子

10 H20 安達由香里 欠 佐伯　由貴 高田真奈美 川崎　史織

11 H21 安藤　晴美 堤　　希世 桐畑　奈緒子 松原　　遼 梶原　美希

12 H22 浅居　由衣 井上　未貴 片岡　宏美 濱崎　　瞳 日下部　優

13 H23 小川　真理子 欠 青木　麻美 岩田　妙子 青木　仁美

14 H24 伊崎　大真 欠 位田　恵理 青木菜津実 荒木　菜緒

15 H25 岩佐　茉衣 河合　摩耶 饗場　順子 石橋　論子 荒川　響子15 H25 岩佐　茉衣 河合　摩耶 饗場　順子 石橋　論子 荒川　響子

欠員総数 24
評議員数 136名



H26/6 ３２名

卒業年 看護学科 卒業年 看護学科

長谷　睦子 来田村　雅子

岩津　政子 北川　昌美

横田　峰子 欠

中北　文子 足立　看菜子

北西　町子 村田　敦子

森　　一二美 早崎　有紀

澤田　真由美 吉田　美穂子

中島　里美 澤田　敬子

織田　里美 多喜　　梢

山下　亜希代

安井　静代 岡田　裕子

今井　一美 三木　理絵

多湖　ゆかり 小杉　玲子

堤　　浩子 梅本　佳子

欠 岩見　優子

三橋佐智子 H  16 上林　千春

鈴木　香里 H  17 赤部　靖子

坂本　裕子

欠員総数  2名
評議員数 32名

平成２６年度湖風会滋賀支部 評議員一覧表 (看護学部）

S48 H02

H07
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S62

S51

S53

S61

H  14

S63

H  11

S59

S58

H01

H  13

H  12

S57

S60



平成２６年度　滋賀支部評議員選出のまとめ 6月30日

　Ⅰ 平成26年度評議員数

工業部 農業部 家政部 看護部 県大 合計

欠員数 10 8 14 2 24 58

評議員数 119 120 146 32 136 553

Ⅱ H２６年度　評議員補充就任依頼結果（H26／3　～　4）

工業部 農業部 家政部 看護部 県大 合計

依頼者数（発送数） 48 42 58 10 89 247

宛先不明返却 5 0 0 0 0 5

県外転出 1 1 0 0 5 7

自己都合辞退 4 4 9 0 3 20

補充員数 40 37 50 10 81 218

留任数 81 85 99 22 67 354

欠員クラス数 8 6 11 2 12 39

評議員数 121 122 149 32 148 572

Ⅲ H２６年度　臨時総会通知後の結果（H26／5　～　6）

工業部 農業部 家政部 看護部 県大 合計

懇親会まで出席 7 10 11 0 2 30

総会出席 12 10 16 3 8 49

委任状 76 76 102 22 60 336

返信ナシ 24 24 17 7 66 138

宛先不明者 0 1 0 0 2 3

県外転出 1 0 0 0 9 10

自己都合辞退 1 1 3 0 1 6

＊　総会・懇親会・委任状の数には役員は含まれていません。（但し、評議員と兼任役員は含まれています。）
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退
者


