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今般、Ｙ校会会員の皆様に軟式野球部全国大会 

出場への寄付金をお願いし、２２３件１７５万円の 

寄付をいただきました。多数の方にご協力いただ 

き、あらためて御礼申し上げます。 

寄付金は９月１０日、Y校校長室にて田宮国興 

会長より小間物晃弘校長、佐藤邦宏監督に贈呈 

しました。 

 

       校長室にて寄付金を贈呈 
 
― ご寄付いただいた会員の方へ ― 
 

お礼状の作成と送付が１１月となります。 
 
お礼状は軟式野球部 OB会（誠軟会）及び 

保護者会にて作成発送する予定ですが、 

会計処理完了後の１１月となってしまいます。 

何卒、ご了承くださいます様お願いいたします。 

 

 

 

８月６日田宮国興会長と中島豊副会長（総務・母 

 校支援委員長）が Y校に SDGｓ活動支援金として 

 ２０万円を贈呈しました。 

発  行  所 

Ｙ  校  会 
〒231-0012 

横浜市中区相生町６－１１１ 

一般社団法人 進交会内 

（電話） 045-681-6575  

（FAX） 045-681-6585 

軟式野球部全国大会出場への 

寄付協力の報告とお礼 

寄付者 各位 

一般社団法人進交会 

理事長  古屋 文雄 

Ｙ  校  会 

会 長   田宮 国興 

Ｙ校軟式野球部全国大会出場 

募金協力のお礼について 

Ｙ校軟式野球部「第６６回全国高等学校軟式野

球選手権大会」出場への募金協力を賜りましてあ

りがとうございました。 

１１年ぶりの全国大会出場でＹ校会は盛り上がり

ましたが、残念ながら大会１回戦で東中国代表の

浜田高校に逆転で敗れ涙をのみました。これを機

会に部員たちは連続出場と更に上を目指して再ス

タートを切っているものと思います。これからも進

交会、Ｙ校会は Y 校軟式野球部を支援していきま

すので、今後ともなお一層のご協力を賜ります様

お願い申し上げます。 

まずは、とり急ぎこの場をお借りして御礼申し上

げます。 

 

Y校への SDGｓ支援金を贈呈 

 



令和３年１０月１日から一般社団法人進交会ホー 

ムページ（以下、ＨＰ）のデザインを一新しました。 

トップページは、みなと町横浜をモチーフとして進交 

会の歩みと存在感を明るくイメージしています。 

Y校校舎写真下の『Y校卒業生の方はこちら』を 

クリックして下さい。 

Y校に関する次の項目がご覧いただけます。 

〇 Y校会 

〇 Y校同窓会・同期会・クラス会 

〇 Y校部活動 OB／OG会情報 

〇 Y校ニュース 

〇 トピックス 

※ Y校同窓会・同期会・クラス会、Y校部活動 OB 

／OG会情報は会員の皆様のコーナーです。 

是非、投稿ください。 お待ちしています。 

 

 
 

Y校軟式野球部が 8月 3日、第６６回全国選手 

  権南関東大会で優勝し、１１年ぶり７回目の快挙 

を成し遂げました。 
 

Y校は７月の神奈川大会にエースで４番の阪本 

健太朗投手を中心とした巧妙な試合運びで優勝 

しました。そして８月の南関東大会では神奈川 

（地元開催で 2チーム）、千葉、埼玉の各大会を 

制した４チームが全国大会への出場を目指し対 

戦し、決勝で桐蔭学園（神奈川）を１－０で制し 

１１年ぶり７回目の栄冠をつかみました。 

創部６０年を超える Y校軟式野球部だが近年は 

成績低迷が続いていました。Y校 OBで１１年前の 

全国大会に導いた佐藤邦宏監督が３年前に再び 

母校に赴任し、チームの目標設定や明確な課題 

を選手とマネージャーに考えさせる指導を心掛け、 

一人ひとりの野球に対する意識を高めていきました。 

 

全国大会は８月２５日に１６チームが参加し、兵庫 

県で開幕しました。Y校選手は「負けたチームの思 

い」を背負い、まずは１９９４年以来の全国大会 1勝 

をチーム２５人で目指しました。 

１回戦は８月２６日、姫路市のウイング球場で東中国 

代表の浜田高校（島根）と対戦しました。そして５回に 

先制しましたが逆転され１－５で涙をのみました。 

桜田凱斗主将は「粘り強い野球ができて持ち味が出 

 ていたが、逆転されチーム全体が慌ててしまい落ち着 

 くことができなかった」と試合を振り返り語りました。 

（タウンニュース南区版・神奈川新聞記事 一部抜粋） 

Ｙ校ボート部が８月１６日から１９日まで福井県で行 

 われた全国高校総体（インターハイ）に出場し、２人 

 １組で出場する「女子ダブルスカル」で優勝しました。 

 Ｙ校ボート部の高校総体の優勝は男女通じて５９年 

 ぶりの快挙。 女子クォドルプル（５人乗り）も４位入賞 

 しました。 

― インターハイのボート競技は１千ｍの距離を５、６ 

チームずつが漕いで争う ― 
 

女子ダブルスカル（２人乗り）で優勝したのは山村 

雪乃さん（３年）と安本杏夏さん（同）。予選ではグル 

ープ２位通過となりましたが、１年生からペアを組む 

２人は「準々決勝以降は今までの厳しい練習を思い 

出し、悔いが残らないレースにしよう」と気持ちを切り 

替え、互いを鼓舞し合いました。 

祝 Y校ボート部インターハイ優勝 

Ｙ校ボート部女子２人乗り  

全国制覇高校総体､５９年ぶり快挙 

祝 Y校軟式野球部全国大会出場 

進交会ホームページを一新しました 

 

   



  

準々決勝、準決勝はグループ１位で通過。決勝は 

２位以下のチームを大きく突き放し、自己ベスト記録 

を４秒以上更新する３分４０秒７５で全国制覇を果た 

しました。 

Ｙ校は「女子舵手つきクォドルプル」にも出場し、 

４位入賞しました。同種目はボートを漕ぐ４人とバラ 

ンス良く漕ぐための指示などを出す「コックス」と呼 

ばれる１人の５人１組で臨む。人数が多いため、チ 

ームワークが重要になります。出場したのは里はな 

さん、木菱和奏さん、光武和香さん、宮崎そらさん 

（いずれも３年）、若鍋さくらさん（２年）の５人。コック 

スの木菱さんが指示を出すと、主将の里さんが中心 

となってチームを鼓舞。課題としていた後半もリズム 

を保ち、３分 41秒１４の好タイムで４位に入りました。 

伝統の特訓奏功 

 コロナの状況下でも選手が着実に力を伸ばしたの 

は伝統の練習メニューにあった。水上練習を想定で 

きるトレーニングマシンを使い、２千ｍを全力で２セッ 

ト漕ぐというもの。レースの倍以上の距離を漕ぐことが 

粘り強さにつながり、インターハイで好成績を残した。 

           （タウンニュース南区版 一部抜粋） 

     

 
 
 

昨年は全会員が墓参する年でしたが、コロナ禍の為 

９月１６日（木）に学校関係者と Y校会役員のみで執り 

行いました。 

今年も昨年同様、古屋文雄進交会理事長、小間物晃

弘Ｙ校校長と田宮国興Ｙ校会会長、相原敏貴 

副会長、中島豊副会長、武田満明副会長、大宮勲副

会長、事務局 2 名（安川栄一、杉本則之）の９名で墓参

を行いました。 

来年は美澤進校長の１００回忌を迎え、墓前奉告祭を

行います。 

 

 

 

Ｙ校生徒のニューヨーク研修・台湾研修は 

共にコロナ禍により開催中止となりました。 

 

 

 

（令和３年５月～令和３年８月３１日） 

ありがとうございました。  （ ）内卒年、敬称略 

 

◎ ３０，０００円 

白井 広幸 （昭４４）  

 ◎ １０，０００円 

新田 弘子（昭３９）  中山 正仁（昭４６） 

 

 

 

 

 

 

Ｙ校会会費高額納入者 

 

 

Ｙ校会海外研修奨学金の授与 

墓参会報告 



 

【Ｙ校創立１４０周年】 

令和４年（２０２２年）、 

Ｙ校（明治１５年・１８８２年創立） 

は創立１４０周年を迎えます。 

 

◎ 記念式典   

日時 ： 令和４年１１月１１日（金） 

会場 ： みなとみらい大ホール 

  ◎ 祝賀会 

    日時 ： 令和４年１１月１２日（土） 

    時間 ： １３時～１５時３０分 

会場 ： 未定 

 

 

 

【美澤進先生 百回忌法要】 

令和４年９月１７日(土)、百回忌の法要を 

営みます。 

      （１９２３年・大正１２年９月１６日、 

７４歳でご逝去） 

場 所    久保山円覚寺 

時 間    １４時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
（敬称略） 

河原 康    （昭２０年④卒） 

           令和３年４月１５日   ご逝去 

二見 嘉典   （昭２０年④卒） 

           令和３年５月１１日   ご逝去 

鈴木 昭三   （昭２２年卒） 

            令和２年８月６日    ご逝去 

内橋 真治   （昭２２年卒） 

            令和２年１２月２５日  ご逝去 

浅場 敏男  （昭２７年卒） 

            令和３年６月２４日   ご逝去 

蕪木 秀敏  （昭２９年卒） 
         令和３年１月７日  ご逝去 

廣瀬 規光  （昭３０年卒） 

            令和３年６月２日    ご逝去 

永塚 隆雄  （昭３４年卒） 

            令和３年７月１日    ご逝去 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Ｙ 校 会 惜 別 会 員 

 

『濱っ子寄席』開催のご案内 

 

日時 ： 令和３年１１月１９日（金） 

      開場 １７：３０  

      開演 １８：００ 

会場 ： 関内ホール 大ホール 

出演 ： 柳家権太楼 、 柳家喬太郎、 

東京ボーイズ 、 おぼんこぼん 

春風亭一之輔 、 柳家さん光 

料金 ： ３，５００円 

定員 ： 先着３５名（定員に達し次第締切ります） 

申込 ： 電話、FAX、E メールで申し込みください 

受付後料金振込用紙を送付します。 

 

・・・ 詳しくは同封のチラシをご覧ください ・・・ 

◎ 卒業アルバム寄贈のお願い 

Ｙ校図書室より以下の卒年の卒業アルバムの寄贈依頼がありました。 

ご協力をお願いします。 

・ 昭和２４年 ～ 昭和２５年卒 ・ 昭和３２年卒 ・平成９年卒 

【連絡先】 事務局 安川栄一 迄  電話 045-681-6575（進交会） 

携帯 090-7268-1097 

 


