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平成２９年度
『Ｙ校会幹事会・総会』を開催
平成３０年２月３日（土）進交会館５階にて役員・常任
幹事１８名、幹事３３名、計５１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２９年度収支報告（案）承認の件

２号議案

平成２９年度事業報告（案）承認の件

３号議案

平成３０年度事業計画（案）承認の件

４号議案

役員人事の件

当日は、田宮会長の挨拶に始まり、来賓（古屋文雄進

５号議案

幹事選任の件

交会理事長、長田正剛Ｙ校校長）の祝辞、南信一郎Ｙ

６号議案

委員会組織変更の件

校後援会会長による乾杯のご発声により、華やかに祝

７号議案

「Ｙ校会母校支援基金」の設置及び運用

賀会が始まりました。続いて田宮会長からＹ校長田校

に関する要綱（案）承認の件

長への「Ｙ校会海外研修奨学金」贈呈、箏・尺八の祝演

報告事項 （１） 山田瑛第２１代Ｙ校校長の叙勲受章

奏、そしてゲストに『日本一速い女子高生ライダー』岡

の件

崎静夏氏(平２３卒）を迎えてのトークショウ、最後にブラ

（２） 進交会館建替え工事に伴うＹ校会
事務局移転の件
（３） 「進交会館建替え募金」中間報告

バン演奏で閉会となりました。
出席者への記念品として、Ｙ校生が考案し洋菓子店
の「プチフルール社」で販売されている『シューシューマ
イ』をお持ち帰りいただきました。

以上、詳細は別紙総会資料を参照ください。

『Ｙ校会創設２０周年の集い』１４５名
が参加し盛大に開催
◎

日時 ： 平成２９年１１月２５日（土）
１２：００

◎

～ １４：３０

会場 ： ローズホテル横浜

平成９年１１月発足したＹ校会の『Ｙ校会創設２０周年
の集い』を来賓７名、会員１４５名、計１５２名が出席し盛
大に開催しました。

２０周年記念品 『シューシューマイ』（生菓子）

「Ｙ校会海外研修奨学金」の授与

Ｙ校会講座（企画・運営委員会主催）

（総務・母校支援委員会担当）
◎ 第９回 Ｙ校会講座 【平成２９年１０月２１日（土）】
海外を目指すＹ校生。その志に応えていく事を目的

☆ テーマ ：

として、今般『Ｙ校会海外研修奨学金』を創設し、Ｙ校

『司馬遼太郎作品に描かれた
横浜』

が企画する海外研修への自費参加生徒を対象に奨学

☆ 講 師 ： 増田 恒男 氏

金を授与する事としました。

☆ 会 場 ： 進交会館 ５階
☆ 聴講者 ： ４０名

【Ｙ校会海外研修奨学金制度の概要】
研修先

総額

１名当り限度額

ニューヨーク

２０万円

１０万円

台湾

１０万円

５万円

※ １名当りの配分金額は総額を対象者数で按分し
たものとします。

【平成２９年度実績】
１．平成２９年１０月
台湾研修参加者３名に各３万円、計９万円を授与
２．平成２９年１２月
対象外ではあるが、Ｙ校会創設２０周年記念事業
として、Ｙ校の姉妹校提携先であるバンクーバーの

チャーチル校への訪問者１９名に対し、各１万円

横浜の開港が近代日本の成立に重要な役割を担
う歴史を、司馬遼太郎作品を通じて感じ取ることがで
きました。

計１９万円を今年度のみ授与
３．平成３０年１月

進交会館

建替え募金情報

ニューヨーク研修参加者３名に各７万円 計２１万
円を授与

平成３０年２月２８日現在
（円）

Ｙ校会事務局の移転先
進交会館の建替え工事に伴いＹ校会事務局も平成

Ｙ校卒

市大卒

Ｙ校・市大卒

件数

288

188

14

金額

6,575,000

2,464,000

960,000

Ｙ専卒

その他

総合計

件数

8

1

499

金額

90,000

10,000

10,281,000

３０年２月２４日に下記に移転しました。
◎ 移転先 ：
〒232-0006
横浜市南区南太田二丁目３０番１号
横浜市立横浜商業高等学校内
（Ｙ校教育支援センター１Ｆ）
（旧産業図書館の場所です）
電 話 ０４５－３０８－７９６０
ＦＡＸ ０４５－３０８－７９７０

※ 『建替え募金』は現在も受付中です。
進交会事業再スタートの為の事業資金として、また、
進交会のさらなる発展のため、Ｙ校会会員の皆様によ
る更なるご支援、ご協力をお願いいたします。

Ｙ校会“鶴見七福神めぐり”に参加して
蓑原義子（昭３１年卒）
平成３０年初めてのＹ校会“鶴見七福神めぐり”京急
鶴見市場駅集合。参加者９名。ご朱印台紙を頂き、
① 熊野神社（福禄寿）へ。
地元鶴見市場在住の神崎政敏さん（昭２７卒）が
待ち受けて居られ、鶴見市場の歴史を説明していた
だき、激励にチョコレートを皆に下さる。
旧東海道を箸秀子さん（昭３３卒）の説明で、市場

Ｙ校会
年

会費納入者
代

年代別状況

２８年度

Ｈ２９年１２月末

昭１２～１９年

１０

５

昭２０～２９年

７７

７２

昭３０～３９年

1７３

１８０

昭４０～４９年

１７５

１７１

５３

４５

４８８

４７９

昭５０年 ～
合計

一里塚、鶴見川関門旧跡とかを訪ねながら歩く。
② 鶴見神社（寿老人）
江戸時代の旅人が食したと云う“よねまんじゅう”を
購入し、③總持寺（大黒尊天）。お弁当持参の昼食。

―

Ｙ校会正会員訃報

―

暖かいが、突風の吹く中を、④東福寺（毘沙門天）。
花月園前から生麦の⑤正泉寺（恵比寿神）へ。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
（敬称略）

生麦事件の現場を過ぎ、⑥安養寺（福寿弁財
天）。ここからは大分歩いたのでバスにて⑦松蔭寺
（布袋尊）。七福神すべて達成！ 歩数は１６,４３９歩
でした。
いささか疲れたものの、縁起もので、今年一年皆
に福が訪れるのでは？
ありがとうございました。

中島 行雄 （昭１６年卒）
平成２９年１０月２９日 ご逝去
柚木 能宣 （昭１７年卒）
平成２９年

６月１８日 ご逝去

加藤 洋海 （昭２８年卒）
平成３０年

１月１６日 ご逝去

水井 孝志 （昭３０年卒）
平成３０年

３月１３日 ご逝去

廣田 一幸 （昭３３年卒）
平成３０年

２月１７日 ご逝去

【 第６回 麻雀大会 】
日 時 ： 平成２９年１１月１８日（土）
会 場 ： 「いずみ」（横浜駅西口）
参加者 ： １６名 (内、女性３名)
優勝者 ： 鈴木優子氏（昭３９卒）

《Ｙ級グルメ店紹介》は誌面の都合で
お休みさせて頂きます。

Ｙ校部活動情報（Ｙ校ホームページ抜粋）

◎ 卓球部

◎ ボート部

○ 全国高等学校選抜卓球大会
女子シングルス準優勝
○ Ｈ２９年６月 平成２９年度関東高等学校ボート大会
女子舵手付クォドルプル
男子シングルスカル

○ 関東高等学校卓球大会 女子学校対抗
１０年連続出場

準優勝

３位

○ Ｈ２９年８月 平成２９年度全国高等学校総合体育

○ インターハイ県予選 男子学校対抗 ベスト８
○ インターハイ県予選 女子学校対抗 第３位

大会（インターハイ）の結果
女子舵手つきクォドルプル ３位

【Ｙ校会へのご寄付とお礼】

（Ｙ校ボート部は４年連続で入賞）

ありがとうございました。

○ Ｈ３０年３月 第２８回全国高等学校選抜ボート大会
女子舵手付クォドルプル ３位
（Ｙ校ボート部は５年連続で入賞）

◎ 弓道部

（ ）内卒年 －(敬称略)－

☆ 高額会費納入者 （平成２９年９月～３０年２月）
◎ ５０，０００円
浅場 敏男 （昭２７）

五貿会 （昭２６）

◎ ２５，０００円
白井 広幸 （昭４４）
◎ ２０，０００円
田宮 国興 （昭３９）
◎ １１，０００円
山田 幸夫 （昭２７）

槙田 誠夫 （昭２８）

佐々 宏子 （昭３３）
◎ １０，０００円
女子団体２位

藤本 明 （昭１４）

渡邊 和幸 （昭２０④）

田中 喜美代 （昭２７）

南 信一郎 （昭２８）

○

横浜地区大会の結果

○

神奈川県高等学校弓道新人戦 ２年生個人優勝

高橋 秋生 （昭２８）

中崎 田鶴子 (昭３０)

○

Ｙ校弓道部 OB 会（原栄志会長）から「安土幕」

高瀬 ユリ子 （昭３０）

山本 道昌 （昭３１）

が寄贈され，１０月２８日（土）
『安土幕贈呈式』

荒井 良國 （昭３３）

森 洋子 （昭３５）

が弓道場にて執り行われました。
「安土幕」は縦９

宮森 裕三 （昭３５）

浦出 昭吉 （昭３８）

０㎝横約１０m，紫に校旗の「Ｙ」の字を白く染

渡辺 義由喜 （昭３９）

新田 弘子 （昭３９）

め抜いた品格のあるもので，石川県金沢の「染元

高松 ミサヱ （昭３９）

二見 泰弘 （昭３９）

平木屋」製作です

友野 義之 （昭４０）

関口 道子 （昭４０）

このような立派な「安土幕」を頂き部員一同，常

大胡 隆司 （昭４０）

田中 準一 （昭４０）

の練習の励みとするとともに，来春の活躍を期す

鷲沢 和彦 （昭４０）

相原 敏貴 （昭４１）

るものであります。

浜村 延明 （昭４３）

中山 正仁 （昭４６）

バレーボールＯＢ会

