
２０２２年　関西OBOG会サークルメンバー表 2022年4月1日現在
賛助会員 （敬称略、50音順）

①園芸サークル リーダー：平田信彦 サブリーダー：池田基雄
10名 池田基雄 鍵田玲子 木下裕二 児玉京子 澤村泰子 高野昌美 原田和枝 平田信彦

平田浩子 村岡友子
②グルメの会 リーダー：正井重昭

12名 石橋　誠 榎原　智 木下裕二 坂本好彦 財部敏隆 辻田　猛 寺田良清 永吉　隆
平田信彦 正井重昭 松近達雄 吉川逸平

③軽音楽クラブ リーダー：大林茂雄 サブリーダー：安永　晧
9名＋4名 石橋　誠 伊藤研二 岩崎　薫 大林茂雄 梶田福生 高鍋 学 樋口正晴 古橋充吉

安永　皓 大林由布子 小川彩子 古橋まり子 武藤 徹
④健康麻雀サークル リーダー：石橋　誠 サブリーダー：鈴木　猛、関原　豊

20名+2名 石橋　誠 家城義男 稲本忠志 倉沢武雄 近藤一利 鈴木　猛 関原　豊 土師　猛
原　道春 前岡　伸 町野忠義 松本　孝 水谷正義 村杉宏伸 山口英一 吉田颯郎

吉峯陽一郎 門奈達司 吉田　進 別所　徹 西村武仁 上三剛史
⑤ゴルフ同好会 リーダー：高田勝行 サブリーダー：石橋　誠

17名+1名 石橋　誠 今村信一 榎原　智 金丸克己 杉山文雄 鈴木　猛 高田勝行 館野喜美
土屋正方 堂野前稔泰 中嶋章雄 別所　徹 水谷正義 村杉宏伸 山口英一 山田陽一
吉井幹也 上三剛史

⑥コンサート鑑賞 リーダー：山之内　弘
　サークル　　　  　  17名 池田基雄 鍵田玲子 加藤信正 國頭正明 児玉京子 澤村泰子 杉村千恵子 高野昌美

財部敏隆 寺坂佳子 永吉　隆 土師　猛 原田和枝 平田信彦 兵頭育二 山之内　弘
吉峯陽一郎

⑦シニア・アンサンブル リーダー：高野昌美
　・インキュベーター　 5名 児玉京子 高野昌美 出口進一郎 内藤満子 真津千代子
⑧写真同好会 リーダー：上木義和　

5名 上木義和 高野昌美 財部敏隆 原田和枝 真家正利
⑨山歩きの会 リーダー：吉野郁二 サブリーダー：山田　学

　　　　20名 足立昭史 伊藤研二 井上哲也 井上義之 今川義彦 榎原　智 鍵田玲子 児玉京子
小安紀久子 佐々木裕司 澤村泰子 杉村千恵子 高鍋　学 寺田良清 難波江泰子 前川芳子
村岡友子 山田　学 吉川逸平 吉野郁二

⑩ボイストレーニング リーダー：高鍋学 サブリーダー：吉峯陽一郎
＆コーラス　　　　　 12名 家城義男 鍵田玲子 加藤信正 倉沢武雄 澤村泰子 鈴木　猛 鈴木泰弘 高鍋　学

辻田　猛 原田和枝 平田浩子 吉峯陽一郎
⑪美術を楽しむ会 リーダー：池田基雄 サブリーダー：小谷　雄一

12名 池田基雄 鍵田玲子 児玉京子 澤村泰子 関原　豊 高野昌美 出口進一郎 寺坂佳子
原田和枝 平田信彦 平田浩子 吉峯陽一郎

⑫歴史ウォーク リーダー：松近達雄
19名 家城義男 井上義之 今川義彦 大舘光雄 大西正起 荻田安孝 木下裕二 児玉京子

小安紀久子 澤村泰子 関原　豊 舘野喜美 寺田良清 平田浩子 松近達雄 松本　孝
村岡友子 山下親男 山田　学

⑬上方落語を楽しむ会 リーダー：松近達雄
17名 石橋　誠 伊藤信也 榎原　智 大西正起 鍵田玲子 木下裕二 児玉京子 杉村千恵子

鈴木　猛 館野喜美 寺田良清 別所　徹 正井重昭 松近達雄 宮西正則 宮本　充
吉井幹也

⑭ボーリング同好会 リーダー：吉井幹也
8名 石橋　誠 今川義彦 児玉綾子 高田勝行 高橋恵子 別所　徹 村岡友子 吉井幹也

⑮社会見学サークル リーダー：鈴木　猛 サブリーダー:水谷正義
21名 石橋　誠 今川義彦 大西正起 鍵田玲子 児玉京子 澤村泰子 鈴木　猛 高田勝行

辻田　猛 出口進一郎 長尾日登美 原田和枝 平田信彦 前川芳子 水谷正義 村岡友子
桃塚和美 門奈達司 山本亮一 吉田颯郎 吉峯陽一郎

⑯スイーツ同好会 リーダー：岩本朋子
6名 石橋　誠 岩本朋子 鍵田玲子 長尾日登美 中田悦子 浜本美智子

⑰カラオケ同好会 リーダー：鍵田玲子 サブリーダー:長尾日登美
8名 石橋　誠 鍵田玲子 倉沢武雄 鈴木　猛 辻田　猛 長尾日登美 吉川逸平 吉田颯郎

⑱やさしい俳句作りの会 リーダー：讓尾昌之（2021年8月交代）
7名 石橋　誠 鍵田玲子 倉沢武雄 鈴木　猛 瀬川進吾 平田浩子 讓尾昌之

⑲ツーリングサークル リーダー：大林茂雄
（新規サークル）　　5名 上嶋賢昭 大西正起 大林茂雄 近藤一利 古橋充吉


