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Ｙ校の歴史の中にもこのように胸が痛くなること
がありました。戦争というものを肌で実感したような

美澤初代校長への手紙

気がしました

（Ｙ校ホームページより抜粋）
地歴科のＴ先生が，Ｙ校の歴史に絡めて授業がで
きないか，ということで伊勢山皇大神宮にある表忠
碑（日露戦争で横濱商業學校出身の亡くなった１２
名の方を祀る碑）を題材に授業づくりをしていまし
た。するとＫ先生が１００通を超える昔の手紙を倉
庫から出してきました。どれも日露戦争の時期にＹ
校卒業生が美澤校長宛に出された手紙でした。その
ほとんどが中国（旅順，奉天，大連など）から送ら
れたもので，切手のない「軍事郵便」でした。
差出人の名前を見ていくと，表忠碑に刻まれてい
る方の名前もありました。手紙には（達筆で読めな

表忠碑 （伊勢山皇大神宮構内）

い部分が多いのですが），戦地での様子が記されて
います。その中で吉本平四郎さんの状況を手紙から
追ってみました。明治３７年９月２７日の吉本さん
の手紙では「持田去り水野去り今又好勇士北村を失
う」とＹ校卒の戦友が亡くなったことを報告してい
ます。そして，明治３７年１２月２８日の北村さん
のご家族からの手紙には北村さんが二百三高地で戦
死した知らせがありました。

表忠碑裏

【Ｙ校会講座】

（企画・運営委員会）

進交会館建替え工事期間中、休講させて
頂きます。

大岡川の源流を訪ねて
（企画・運営委員会担当）
Ｙ校生にとり、もっとも馴染みの深い身近な大岡川。
その大岡川の源流を訪ねました。
平成３０年６月１日（金）、気になる天気も快晴で気温

【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。

２６度、絶好のハイキング日和で２２名が参加しました。
１２：３０上大岡駅より江ノ電バスに乗り、氷取沢バス停 【平成３０年度奨学金授与金額決定】
◎ 台湾研修参加者２名に各５万円、計１０万円
下車。氷取沢市民の森遊歩道を歩くこと３０分、幅１ｍ
◎ ニューヨーク研修参加者１名に１０万円
ほどの湧き水の小川に到着。これが源流か。これがＹ
校前の大岡川になるのか。そう考えると極めて神秘的な

合計、２０万円を授与する予定です。

気分となります。

進交会館

建替え募金情報

進交会への募金協力ありがとうございました。
平成３０年９月３０日現在
Ｙ校卒

市大卒

（円）
Ｙ校・市大卒

件数

317 件

213 件

17 件

金額

7,145,000

3,052,728

1490,000

Ｙ専卒

その他

総合計

件数

8件

2件

557 件

金額

90,000

1,0１0,000

12,787,728

※ 『建替え募金』は平成３１年６月末迄延長して受け
付けます。
※ 進交会はＹ校の同窓会です。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校会会員の皆様のご支援、ご協力
をお願い致します。

Ｙ校会

会費納入者

年代別状況

円海山山頂を経由して下山し氷取沢バス停へ。
平成３０年９月３０日現在

上大岡駅前の居酒屋で疲れを癒し解散しました。
年

Ｈ２９年１２月末

Ｈ３０年９月末

昭１２～１９年

５

5

昭２０～２９年

７２

75

昭３０～３９年

１８０

183

昭４０～４９年

１７１

236

として、今年度も『Ｙ校会海外研修奨学金』をニューヨ

昭５０年 ～

４５

56

ーク、台湾の海外研修自費参加生徒に奨学金を授与

合計

４７９名

555 名

「Ｙ校会海外研修奨学金」の授与
（総務・母校支援委員会担当）
海外を目指すＹ校生。その志に応えていく事を目的

します。

代

『酒蔵見学ツアー』レポ

☆ 男子シングルスカル：湯澤建太
☆ 女子シングルスカル：新井美奈葉

― 大宮 勲（昭４８年卒）―
お酒に関して色々と詳しい昭和２８年卒の北島崇
弘さんの企画により、平成３０年２月１６日（金）
、酒

☆ 女子ダブルスカル：荒井千奈・木野遥香
☆ 女子舵手つきクォドルプル：喜納さくら・
杉本夏実・三浦奈々・森天音・田中恵

好きの有志１８名で秦野市の音楽醸造蔵（有）金井酒
造店の酒蔵を見学しました。
近年、酒蔵の減少が続く中、金井酒造店は「白笹つ
づみ」を筆頭に「笹の露」
「モーツァルト」等の製品を
生み出し、約１４０年続いてきた伝統ある酒造店で
す。専務より日本酒の出来るまでの説明を受け、モー
ツァルトの曲が流れる工場内を全員が興味津々で見
入ってしまいました。
その後、待
ちに待った試
飲に舌鼓を打
ち、
「無料」とい

平成３０年度下期 Ｙ校会行事

う誘惑に駆ら
れ、ついつい多
種類の酒を飲
み干し、ほろ酔

月

日

行

１０月２６日（金）

文化講演会

事

い気分からす

１４：００～１５：３０

っかり出来上

テーマ ： 「やさしい漢詩」

がった人もい

講師 ： 加納和明氏

ました。

会場 : Ｙ校教育支援セン
ター

更に帰りのバスの中でも飲酒は続き、左党にとって
はたまらない酒尽くしの一日となりました。もちろ
ん、参加者全員、翌日休肝日にしたと思いますが？

１０月２７日（土）
～２８日（日）

Ｙ校祭
２７日１０：００～１６：００
２８日１０：００～１５：００

Ｙ校部活動情報 （Ｙ校ホームページ抜粋）

１１月７日（水）

第７回「麻雀大会」
開始：１２：３０

◎ ボート部
【平成３０年度全国高等学校総合体育大会の報告】

会場：麻雀クラブ いづみ
１１月１５日（木）

７月３０日（月）～８月２日（木），愛知県愛知池漕艇場

「濱っ子寄席」鑑賞会
開場１７：３０ 開演１８：００

において，平成30年度全国高等学校総合体育大会

会場：関内ホール

（インターハイ）が行われ，本校ボート部から男子シング

料金：３，５００円

ルスカル，女子シングルスカル，女子ダブルスカル，女

定員：先着４０名

子舵手つきクォドルプルが出場しました。
本大会において女子ダブルスカルは３位入賞，男子
シングルスカルは５位入賞しました。なお，インターハイ
においてボート部は５年連続で入賞しました。

１２月１日（土）

「Ｙ校会の集い」
１１：３０～１３：３０
ローズホテル横浜

１２月７日（金）

「横浜港見学会」

―

Ｙ校会正会員訃報

―

集合：９：３０ 山下公園
解散：１５：３０桜木町駅
・ マリンシャトル号乗船
・ 港湾施設見学

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）
田中 光雄 （昭１３年卒）
平成３０年８月２７日 ご逝去
宮道 博一 （昭１４年卒）

Ｙ校昭和４３年卒（第８１期）
同期会幹事募集

平成３０年９月７日 ご逝去

来年２０１９年に古希を迎え、また卒後５０周年
を記念して昭和４３年卒同期会を開催したいと
思います。
準備会を発足したく、各クラスの幹事を引受け
て頂ける方、ご連絡下さい。
Ｙ校昭和４３年卒５組
【連絡先】

五十嵐（望月）裕子
（平成２２年１２月Ｙ校会の集いにて）

進交会事務局
担

当

安川（昭４４卒）

電

話

０４５－３０８－７９６０

FAX
Ｅmail

金田 定雄 （昭２３年卒）
平成３０年６月２２日 ご逝去

０４５－３０８－７９７０
shinkoukai@nifty.com

【Ｙ校会へのご寄付とお礼】
ありがとうございました。
（ ）内卒年 －(敬称略)－
☆ 高額会費納入者 （平成３０年３月～
３０年９月）
◎ １１，０００円

（平成２６年１１月Ｙ校祭にて）

高宮 仲一郎 （昭３０）
◎ １０，０００円
松井 薫子 （昭３０）
森下 正勝 （昭３７）
阿久津 泰之 （昭４５）
中山 正仁 （昭４６）

秋山 富治夫 （昭２８年卒）
平成２９年９月２４日
手島 章 （昭４０年卒）
平成３０年１月１１日 ご逝去

進交会館建替え工事中のため進交会事務局・Ｙ校会事務局は下記に移転しています。
〒232-0006 横浜市南区南太田二丁目３０番１号

電 話 ０４５－３０８－７９６０

横浜市立横浜商業高等学校内
ＦＡＸ ０４５－３０８－７９７０

（Ｙ校教育支援センター１Ｆ）

