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「Ｙ校旧校舎遺構」の名称版設置完了
（総務・母校支援委員会）
平成２７年１１月に横浜市の新市庁舎建設予定地
から、Ｙ校旧校舎（３代目）の遺構（基礎部分）が
発掘され、平成２８年３月より遺構の一部をＹ校正
門脇に移設・展示されていました。Ｙ校会では平成
２８年１０月に遺構説明銘板を設置し、Ｙ校生徒会
に「遺構の名称」募集をお願いしてきました。平成
２９年３月、生徒による投票で名称は３年生の城間
涼（しろまりょう）さんが考案した『誠の礎（まこ
とのいしずえ）』に決まりました。
平成２９年７月２８日、Ｙ校会ではその名称板の設

（考案者の城間涼さんを囲んで）

【考案者の城間涼さんから一言】

置工事を行い、校長室にて考案者の城間涼さんにＹ校

Ｙ校の基本精神である「心の誠」から「誠」を

会総務・母校支援委員会の正副委員長より図書カード

とり、土台や基礎という意味のある「礎」と合

を贈呈しました。

わせました。

末永く歴史ある母校の重みを生徒諸君にお伝えで
きればと心から願うものです。

昔のＹ校があったからこそ、今のＹ校がある
ということを忘れずに残りのＹ校生活を送って
いきたいと思います。
横浜商業高等学校 ３年
城間 涼（しろま りょう）

（Ｙ校正門入り右手の遺構脇の説明板下に設置）

（校長室にて田中委員長より記念品贈呈）

Ｙ校会講座（企画・運営委員会主催）
第７回目・第８回目を進交会館５階で開催しました。

歌舞伎鑑賞教室 （レディス委員会主催）
平成２９年７月２７日（木）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

◎ 第７回 Ｙ校会講座 【３月４日（土）】
☆ テーマ ： 『詩について』

ル）の午前・午後の部に合計９０名が参加しました。
演目 ：鬼一法眼三略巻

☆ 講 師 ： 平塚 曻二 氏

（きいちほうげんさんりゃくのまき）

☆ 聴講者 ： ２４名

『一條大蔵譚』
（いちじょうおおくらものがたり）
出演 ： 尾上菊之助 ・ 中村梅枝 他
３回目の今年は平成２７年度５０名、平成２８年度５７名を
大きく上回る９０名が参加しました。着実に人気が上昇し
ています。
出演者による「歌舞伎のみかた」の解説の他、鑑賞の手
引きにもなる豆知識を小冊子にまとめた「歌舞伎読本」が
配布され、歌舞伎への理解を深めることができました。

◎ 第８回 Ｙ校会講座 【７月１５日（土）】
☆ テーマ ： 「出会いの美学」
☆ 講 師 ： 松永 春 氏
☆ 聴講者 ： ２４名

「歌舞伎鑑賞勉強会に参加して」
菊地 富美子（昭３９卒）
７月２７日神奈川県青少年ホールで開催された歌舞伎
松永春氏（Ｙ校昭和２０年④卒業）には８８歳の

鑑賞勉強会に参加しました。

高齢にもかかわらず２時間直立不動の姿勢で講演を

まず、俳優が歌舞伎のみかたと今回上演の「一条大蔵譚」

して頂きました。本当に敬服しました。

の見どころの説明をしてくれる。良く通る声と滑舌の良い
話し方、背筋のしゃんとした身のこなし方といい、俳優の
日頃の鍛錬が窺える。

そして、芝居が始まるが、これまでも上演されてきて、様

て、近代化への大きな飛躍を成

式として決まっているのだろうが、居並ぶ腰元や従者を配

し遂げた明治の時代、その只中

置しながらも、本ホールの狭さを感じさせることなく、広が

に居るような錯覚さえ懐くこと

りを持たせた舞台構成に感心する。

のできるところでした。

芝居中盤に主人公のお出ましとなるが、今回の主人公
大蔵卿を演ずるのは、市川菊之助だ。幼少の頃から稽古
を積んできているとはいえ、裏方、義太夫、囃子方たちの
中心になり、目の肥えた大向こうをうならさなければならな
いのは、並大抵ではない筈。
さておき、若手花形俳優の登場に、観客は拍手大喝采。
『待ってました！音羽屋』、平家を欺くための作り阿呆のユ
ーモラスな演技にも又々拍手。
終盤に卿が真の姿になり平家に通じている家老の首を
とるおどろおどろしい場面でも、おどけた演出にほっと一
息。
そ して、又もとの阿呆な大蔵卿に戻ったところで、笑いと

『 東京社会見学ツアー 』参加記

拍手の中で幕。
もうこうなったら、主催者の術中にはまり、歌舞伎座に繰
り出そうかと、夢見ていると、チョーンと柝が入りお終い。

（田村雅明 昭４０卒）
貨幣博物館、紙の博物館、聖徳記念絵画館を見学
し、貨幣や紙の歴史、明治時代のスピードある近代化等、

『東京社会見学会』
（企画・運営委員会主催）

日本の強みを再認識しました。話題のタニタ食堂での昼
食は、減塩でも美味しく、バスツアー初参加でしたが、皆
さんと親しくお話ができて楽しい一日でした。

平成２９年６月７日（水）
、３４名が参加し貸し切り
バスで①貨幣博物館 ②タニタ食堂 ③紙の博物館

『暑気払い』

（企画・運営委員会主催）

④聖徳記念絵画館を見学しました。

昨年に続き、８月４日（土）進交会館５階で開催し、
① 貨幣博物館 ： お金に関する歴史的、文化的な資

６２名の方が参加しました。今年も北井久実氏（昭４６

料を閲覧し、１億円の重みも体感

年卒）に生ビールサーバー等準備して頂き、生ビール

できました。

の量も４０ℓ用意しましたが、焼け石に水であっと言う間

② タニタ食堂 ： 野菜たっぷりで塩分ひかえめの昼

に飲み干してしまい、酒・焼酎・ウイスキー等も兎に角よ

食は満足のボリュームながらなん
と 1 食あたり 500kcal 前後！！食
の健康を再認識しました。
③ 紙の博物館 ： 紙の歴史・文化や製造プロセスから

く飲み、暑さを豪快に吹き飛ばしました。
今回は会員の方への負担をできるだけお願いせ
ず、会費の一部を景品代に充当し、景品の数を参加者
全員分用意しビンゴゲームを行いました。また、横浜ス

リサイクルまでを学ぶことができ

タジアム野球観戦チケットやＤＮＡグッズなどの景品を

ました。

じゃんけん大会で配布し更に盛り上がりました。

④ 聖徳記念絵画館 : 明治神宮外苑の中でひときわ
目立つ重厚な建物で、館内で
は、明治時代の歩みを壁画で見

景品をご提供頂いた方にはあらためてお礼申し上
げます。

平成２９年度

―

Ｙ校会行事予定

Ｙ校会正会員訃報

―

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
日

程

行

１０月２１日（土） 第９回Ｙ校会講座
２８日（土） Ｙ校祭ＯＢルーム開催
～

（敬称略）

事

２９日（日）

１１月２５日（土） Ｙ校会創設２０周年の集い

【Ｙ校会への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
（平成２９年３月～８月納入会員）

三浦 義一

（昭１４年卒）
平成２９年６月１１日 ご逝去

髙岡 幸彦

（昭１４年卒）
平成２９年 ５月 ６日 ご逝去

桐ヶ谷 利美 （昭１４年卒）
平成２９年 ３月 ８日 ご逝去
横山 辰男

（昭３３年卒）
平成２９年７月２７日 ご逝去

五味（飯田） 珠江

（昭３３年卒）

平成２９年８月１５日 ご逝去

◎１０，０００円
昭２６卒 ６・７組クラス会一同

【進交会からの重要なお知らせ】

浦出 昭吉（昭３８）

進交会館の建て替え工事期間中、『みなと倶楽部』

【敬称略、
（ ）内は卒年】

は一時休業させていただきます。
《休業期間》
平成３０年１月

～ 平成３１年１０月迄

【お願い】
冊子『清水ヶ丘』と新聞『Ｙ校時報』をお持ち

２５年間ご愛顧いただきましてありがとうござい

の方、Ｙ校会に寄贈してください。

ました。平成３１年１１月から営業予定です。

《 Ｙ級グルメ店紹介 》
とんかつ・パリ一（ぱりいち）
Ｙ校昭４９年卒の田井昌伸さんが経営する野毛で１番の“居酒屋風とんかつ屋”さんです。
居酒屋的な使い方ができるお店で、とんかつ以外の
居酒屋さんのメニューも豊富です。
自慢は自家製のラードを使った「とんかつ」と自家製
ソース。その他、
“揚げ出しとんかつ”と“自家製
焼ギョ－ザ”もおすすめです。
【営業時間】
【定休日】

１７：３０～２２；３０
日曜日・祝祭日

横浜市中区野毛町 ２－１０１
電話０４５－２３１－５４１２
【アクセス】
地下鉄 桜木町駅

徒歩５分

京急

日の出町駅 徒歩５分

ＪＲ

桜木町駅

徒歩６分

