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平成２９年２月４日（土）進交会５階にて役員・常任幹 

事１９名、幹事６０名が出席し開催しました。田宮会長の 

挨拶に続き下記議案について承認されました。 

１号議案  平成２８年度収支報告（案）承認の件 

２号議案  平成２８年度事業報告（案）承認の件 

３号議案  平成２９年度事業計画（案）承認の件 

その他・報告事項 

以上、詳細は別紙総会資料を参照ください。 
 

 

 

進交会はＹ校と市大の同窓会ですが高校と大学では 

学制・教育目標・教育課題の相違、卒業生の母校に対 

する思いに開きのある事から、会員相互の交流・親睦を 

図り母校の発展に寄与することを目的に平成９年１１ 

月２２日、Ｙ校講堂に５００人が参集しＹ校会が発足しま 

した。 

 その後、各期のクラス会や同期会、部活ＯＢ会で会員 

相互の親睦と固い結束を図り、校史研究会ではＹ校会

宿泊研修旅行を募り、校祖美澤進先生頌徳碑（岡山

県）を筆頭にＹ校史跡を巡り重ね、母校の栄光の歴史

を偲ぶことができました。 

  平成２２年に新生Ｙ校会が誕生し、更に裾野を広げ 

若手を含む多くの会員に参加してもらうことを最大の目 

標にしてきました。また、平成２６年度より組織の拡大と 

積極的な母校支援を合言葉に運営してきた事により平 

成２８年１２月末には正会員数（Ｙ校会費納入者）が４８ 

８名、内女性会員も１４５名となり大幅に増員しています 

平成２９年１１月２５日（土）には『Ｙ校会創設２０周年

記念・Ｙ校会の集い』を企画しており、多数の方にご参

加いただき、正会員（Ｙ校会費納入者）１，０００名体制

の早期確立を目指します。 

 

【Ｙ校会創設２０周年のあゆみ】           （敬称略）                     

西暦 元号 沿革 会長名 

1882 明治 15年 Ｙ校設立  

1897     30年 同窓会設立 吉本光太郎 

1939 大正 14年 （社）進交会発足

同窓会を進交会

に変更 

中村房次郎 

1997 平成 ９年 Ｙ校会創設 渡邊 照二 

2010    ２２年 新生Ｙ校会発足 南 信一郎 

2014    26年 新会長選出 田宮 国興 
 

 

 

昨年７月２７日（水）開催された国立劇場主催『歌舞伎

鑑賞教室』（会場：神奈川県立青少年センターホール）

の午前・午後の部に合計５７名（内女性会員３９名）が参

加しました。 

➩ 演 目 ： 『卅三間堂棟由来』 

（さんじゅうさんげんどうむなぎのゆらい）           

➩ 出 演 ： 中村 魁春（なかむら かいしゅん）他 
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 ◎ 第６回Ｙ校会講座 【 １１月１９日（土） 】 

 テーマ ： 『浮世絵で旅する江戸・横浜・神奈川』 

 講  師 ： 森山 暁子 氏 

聴講者 ： ３３名 

  

― 第６回Ｙ校会講座 ― 講演感想  

          森 洋子 氏  （昭３５年卒）  

 今回２回目の浮世絵の講演は、神奈川県を描いた作

者葛飾北斎、安藤広重、五雲亭定秀でした。北斎の神

奈川冲浪裏は大波、富士山そして、三艇の舟が描か

れ、新鮮な魚を運ぶ舟であると講演でわかりました。 

安藤広重は東海道５３次で，神奈川宿、戸塚、藤沢

遊行寺などを紹介しています。五雲亭定秀は横浜開港 

による浮世絵を描き横浜を広めました。鎌倉は江戸から

みると歴史のある場所で、歌舞伎や浮世絵の題材にな

りました。江の島は弁天詣で多くの参拝があり女性も多

く、当時の様子が浮世絵に描かれました。 

江戸の庶民の生活が身近に感じられる楽しい講演で

した。 

 

 

 

見学先 ： 大本山總持寺 横溝屋敷 

 日  時 ： １１月１０日（木） 

 参加者 ： ４６名（男性２１名 女性２５名） 

Ａコース ⇒ 横溝屋敷 ～ 總持寺見学 

         ７名参加 

Ｂコース ⇒ 精進料理 ～ 總持寺見学 

         ３９名参加 

 

 

 

 ― 社会見学会（曹洞宗 大本山總持寺 雑感 ―  

     冨久田 靖惠 氏 （昭３３年卒） 

 修行僧の案内に従い、精進料理膳に向い五観の 

偈（ごかんのげ）を念じ、作法通り美味しくいただきま 

した。その後、祈願と供養の浄域である立派な伽藍 

を拝観し、修行、作務の厳しさを感じました。 

小野光景氏のお墓参りには曾孫でいらっしゃる小 

野聰氏もご一緒されました。小野光景氏は明治初期 

に商業、貿易実務等、教育の重要さを痛感され人々 

を説得し、主唱者となられ、Ｙ校の前身の横浜商法 

学校の創立に尽力された方とは存じておりました。 

駅までの帰途、偶然ですが、小野聰氏と私的に会話 

させていただき、心暖まる秋の午後となりました。 

ありがとうございました。 

※ 五観の偈（ごかんのげ） 

  食前に唱える食する心構えが示される、五つ 

の短い経文である 

         

Ｙ校会講座（企画・運営委員会） 

 

秋の社会見学会（レディス委員会） 

 

 



                                   

 

 

日 時 ： １０月１日（土）１３：００ 

会 場 ： パール（横浜駅西口） 

参加者 ： ２０名 

優勝者 ： 清水 幹一 氏（昭３３年卒） 

 

 

   「賭けない」麻雀で「脳トレに最高」です。 

    多数のご参加をお待ちしています。 

 

 

【麻雀大会記録】 

回 優勝者 参加者数 

第１回 清水 幹一（Ｓ３３） １２名 

第２回 増田 忠士（Ｓ３３） ２０名 

第３回 小島 学 （Ｓ４７） １６名 

第４回 安川 栄一（Ｓ４４） １６名 

第５回 清水 幹一（昭３３） ２０名 

                 （敬称略） 

 

 

                                   

 

 
 

日 時 ： 平成２８年１２月３日（土） 

会 場 ： ローズホテル横浜で開催。 

参加者 ： １１４名 

今回も会員有志の方から１万円相当の景品～横浜 

ベイスターズグッズ等、数々の景品を寄贈して頂き 

ました。今回は例年の福引からビンゴゲームに変更 

し２５本の景品を用意し、４０分間、ビンゴカード 

の番号の穴あけに全員が集中し大いに盛り上がりま 

した。 

 また余興に、自称、吉岡清十郎こと吉岡重昭様（昭 

和２７年卒）が寅さんのスタイルで『男はつらいよ』 

歌い、拍手喝采を受け最高潮の盛り上がりとなりま 

した。 

そして恒例の吹奏楽部ＯＢバンドの軽快な演奏と校歌、

応援歌の斉唱で終了しました。 

 

  

                         

 

                   

“ごちそうさま”人情の味  

あの懐かしい 丸亀食堂が閉店へ 
 

 

Ｙ校生時代には大変お世話になりました京急 

南太田駅前の丸亀食堂が平成２８年１２月末で 

閉店しました。  

誠に残念です。  

 

 

 

 

 

     

第５回麻雀大会（企画・運営委員会） 

 

『Ｙ校会の集い』を開催 

（企画・運営委員会） 

 

 



 

（ ）内は女性会員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｙ校会会費ご寄付の報告とお礼】 ありがとうございました。    

☆ 高額会費納入者 

◎   ５０，０００円   浅場 敏男（昭２７） 

◎  ３０，０００円   安藤 達雄（昭２０⑤） 

◎  ２５，０００円  白井 広幸（昭４４） 

◎  ２０，０００円   比留川 弘堯（昭３７）田宮 国興（昭３９）  

◎  １０，０００円  柴田 俊子（昭２６）  南 信一郎（昭２８）  中崎 田鶴子（昭３０） 

松井 薫子（昭３０） 山本 道昌（昭３１） 鈴木 喜也（昭３４） 

森 洋子（昭３５）   高松ミサヱ（昭３９） 渡辺 義由喜（昭３９） 

二見 泰弘（昭３９） 友野 義之（昭４０） 大胡 隆司（昭４０）  

関口 道子（昭４０） 田中 準一（昭４０） 相原 敏貴（昭４１）   

浜村 延明（昭４３） 中山 正仁（昭４６）  鈴木 喜宗（昭５９） 

バレーボール部ＯＢ・ＯＧ会       【敬称略、（ ）内は卒年】 

 

 

 

 

 

 

 

Ｙ校会会員年代別状況 

年  代 ２７年度 Ｈ２８年１２月末 

昭１２～１９年       ８ １０（ ０） 

昭２０～２９年 ６７ ７７（１０） 

昭３０～３９年 1３２ １７３（５５） 

昭４０～４９年 １２４ １７５（５９） 

昭５０年 ～ ３５ ５３（２１） 

合計 ３６６ ４８８（１４５） 

 

― Ｙ校会正会員訃報 ― 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

   

松下 庸好 （昭３４年卒）  
  

平成２８年１０月２８日   ご逝去 

               （敬称略） 

《Ｙ級グルメ店紹介》 

“テッチャン鍋 金太郎” 横浜店     

平成２年夏の甲子園ベスト８のＹ校のエース・ 

小泉史生さん（平成３年卒）が店長です。 

プロ野球選手やホルモンヌが愛して止まない大阪・ミナミ、 

金太郎のテッチャン鍋はチゲ鍋やモツ鍋とは一線を画した 

旨口の味わいを醸し出す鍋料理です。 

テッチャン鍋の本当の美味しさを是非ご賞味下さい。 

 

横浜市中区太田町２－３１－３  コーポサンライフ太田町２０２ 

ＴＥＬ ： ０４５－６８１－０９８１  営業時間 ： １７：００ ～ 

 

 

 

 


