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一般社団法人

天草の﨑津集落を世界遺産へ

観光に関する
お問合せは

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産の一つ
  として、平成28年世界遺産登録を目指しています。
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池の平ホテル

くつろげる
木曽ひのき露天風呂

平素より、天草高校、並びにあまたか会の皆様

ご利用ありがとうございます。

（高女 29・下浦出身）

白樺リゾート池の平ホテル＆リゾーツ
総合予約センター
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定時／１名 高４／１名 高６／２名 高１０／１名 西田　勝年 高１７／６名 角岡セツ子 高２０／２名 高２３／５名 高２５／２名
濱田　正人 古山　正幸 梶田　恵光 鳥羽瀬建男 高１３／１名 田尻　鉄矢 高１９／２名 安斉きみ子 粂野　良二 古閑　　博
天中／２名 高５／２名 小島庄太郎 高１２／４名 石井　裕二 中河原昭夫 宮崎　秀隆 上　　元範 森下　泰光 帶部　力男
村上有志知 岩崎　八男 高７／２名 玉川　和子 高１６／１名 松野　信之 山田　敏房 濱崎　　守 高２９／１名
原田　芳矢 倉田　　剛 石原　靖曠 野島紘三郎 稲葉由起子 松下　庄治 鶴長　秀一 倉田　和利 榊原　保夫

洲崎　千尋 三俣香代子 松本　貢二 清水真知子

高２２／1名

高女／２名 高５／７名 高９／１８名 和田東洋司 佐藤　文憲 澤田健次郎 緒方　茂夫 荒木　統司 門築　　直 高２５／９名
日高ハル子 岩崎　八男 岡田　松市 山口　桂子 高１３／８名 前田非登美 松野　信之 山下　純二 吉武　和子 古閑　　学
竹中　典子 川口　保男 唐津　　孝 薄山　義行 武田　　縣 山本　洋子 松下　庄治 那須野順子 山中　麗子 今村　惠子
定時／２名 玉田　元康 髙木　　繁 高１１／１１名 吉成カヲル 高１６／１９名 竹林　和義 高２０／１０名 稲葉　卓士 藤川　富次
濱田　正人 倉田　　剛 小町　知子 鶴田　和子 石井　裕二 小野寺正和 松本　貢二 福田いく子 安藤　博子 松下喜美子
大塚　博幸 酒井　孝幸 小田　隆文 長谷場亮祐 宮崎　英一 稲葉由起子 齋藤佐智子 宮本東志美 歳田　博文 古閑　　博
天中／７名 宮嵜　大和 中嶋　正毅 橋本　光春 子原　敬子 松尾　和幸 津田　祐一 関根喜代美 高２２／５名 竹尾　孝幸
村上有志知 原田忠四朗 神田夫佐枝 長濱　敏明 山本　和子 倉田　蕃造 角岡セツ子 原田　　淨 田河　賢一 吉村いつみ
原田　芳矢 高６／７名 渡辺　和則 山下　　交 坂下キヨ子 伊東　伸子 高１８／１１名 安斉きみ子 鶴長　秀一 帶部　力男
原田　昭好 岡村　一成 梅本　　進 寺田　紀子 近藤耕三郎 田中　春代 八廣久美子 大塚　賢次 高見　洋介 野口　　明
鈴木　義明 大和　賢造 中元　令士 大塚　徳満 園田　達彦 佐藤　澄子 橋川　順一 池田　優子 高２８／１名
田嶋　國雄 武田　公夫 吉本　　守 藤田　和雄 松岡　秀枝 平石　水利 永野　正臣 山口　涼子 有馬　　衛 福田　常成
土黒　定信 小畑　幸保 山田　輝夫 加藤いせみ 橋本　順子 林　　朝子 金子　洋志 有働　東雄 高２３／１１名 高２９／２名
助村　隆典 梶田　恵光 三宅　康定 永濱　　巌 原田　幸徳 大塚　延子 鈴木佐富美 上　　元範 田原真記子 木谷　祐一
高１／２名 小島庄太郎 大塚　　満 松尾　希一 藪　　親晴 小林　典子 紀ノ国谷治子 高２１／２３名 粂野　良二 榊原　保夫
益田　圭輔 濱　　了ニ 秋田　健二 高１２／１７名 西上婦美子 須崎　　剛 浦田　幸宏 田原　　昭 高橋　　篤 高３１／１名
園田　　司 高７／６名 石井　良空 市尾　忠教 小崎　誠士 宮本　澄子 齋藤　　都 平石　水重 田中　光一 山崎つる子
高２／３名 石原　靖曠 松田　修身 佐藤　紀子 福島　利男 金子　和生 星野　悦子 岩下　好夫 若松　敏弘 高３２／１名
中村　東悟 洲崎　千尋 松崎　武久 岩崎　定義 原田　純吾 本多讙二郎 津田志保子 土井　繁男 岡部　養一 小森　智美
糸田　寛人 本多　敏朗 高１０／１５名 玉川　和子 野島壮四郎 伊藤　常和 赤尾美恵子 金子　秀明 平田　　勤 高３３／２名
寺下　玉夫 福井　幸人 本多　勝則 松田　勝機 北内　寿夫 松岡　敏治 高１９／１４名 花里　安明 森下　泰光 浅海　雅美
高３／２名 森本　雅生 坂本　初義 野島紘三郎 木原純一郎 蓮尾　光代 坂川　　武 巽　　正喜 濱崎　　守 金子みゆき
酒井ノブ子 岩崎　良昭 久野　栄子 常深　　襄 高１５／１２名 永野　和輝 佐藤　　純 古山　隆樹 倉田　和利 高３４／２名
花里日出志 高８／８名 中村　信一 伊藤美智子 谷山　弘行 高１７／１６名 佐藤　節代 沓掛　富美 清水真知子 甲斐田健吾
高４／７名 田中　匡志 木村　哲典 三俣香代子 佐藤　圭二 山口　泰教 楢原いそ子 馬場　信子 高２４／６名 玉田　峰樹
和田　重司 三澤　哲也 伊藤　博通 西田　勝年 近藤　賢一 駿河　和子 宮崎　秀隆 川原　照文 北沢　和子 高４２／２名
川野辺サツキ 富田　俊男 小林　惟邦 山並　義孝 小林　忠子 松浦眞知恵 大坪　里子 山下　正路 山下　喜丸 子林　子史
小森　友恵 新　　征男 神田　幸男 福山　澄子 田中　賢明 長濱　栄喜 洲崎きみ子 大島ひろみ 山下　庄治 鳥羽瀬宗一郎
五島　一吉 松浦　福雄 平田　俊清 濱坂高一郎 吉永　靖子 田尻　鉄矢 山田　貞子 金田　中一 坂本　忠弘 高４６／１名
宮崎　英典 竹馬　久雄 角田　啓爾 前田　栄一 井上　義通 中河原昭夫 山田　敏房 尾上　　充 須賀原真弘 山田　知子
古山　正幸 角田　龍爾 佐藤　幸代 小林　唯助 土佐　幸子 口元　　博 小橋　圓子 川上　文明 浦本　　勲
浦本　　武 大中　義廣 猪股　眞理 福島　春男 松尾　弘美 山腰　光樹 田中　慶子 佐々木容子

高１４／１1名
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