
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

平成３１年３月１日                               第１０号  

   

Ｙ校会だより 
 

  
 

  
 
 
 
 

平成３１年２月２日（土）、進交会館が建替え工事中

の為、上大岡ゆめおおおかオフィスタワー５階にて役

員・常任幹事２０名、幹事４８名、計６８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３０年度収支報告（案）承認の件 

２号議案  平成３０年度事業報告（案）承認の件 

３号議案  平成３１年度事業計画（案）承認の件 

４号議案  役員人事承認の件 

５号議案  幹事選任の件 

６号議案  「Ｙ校会母校支援基金」の設置及び運用 

に関する要綱（案）承認の件 

 

以上、詳細は別紙総会資料を参照ください。 

 

【平成３０年度収支報告書の修正】 

 

２月２日の総会時に配布しました収支報告書に一部 

誤りがありました。修正しお詫び申し上げます。 

※ 同封の収支報告書は修正済みの数値です。 

 

修正箇所 （誤） （正） 

収入の部 

前期繰越合計 
6,297,674 5,835,774 

収入の部 

合 計 
7,600,399 7,138,499 

支出の部 

次期繰越額 
6,259,931 5,798,031 

 

 

 

【報告事項】 

 

 （１） 委員会委員人事の件 

   ☆ 平成３０ ・ ３１年度 委員名簿   （敬称略） 

  ◎委員長  ○副委員長  ◇参与  △新委員 

 

― 広報・財務委員会 ―  

    ◎武田 満明（昭４７）     岩田 全弘（昭３０） 

     宮下 和光（昭３８）     萩原 昇（昭４４） 

     山田 さく（昭４５）      永井 信義（昭６０） 

 

― 企画・運営委員会・レディス倶楽部 ― 

◎大宮 勲（昭４８）      大谷 範雄（昭４０） 

宇治 眞人（昭３７）   土志田 健（昭４０） 

谷内田 丈夫（昭４０）   谷口 隆太郎（昭４１） 

     北井 久実（昭４６）     古塩 和義（昭４７） 

○五十嵐 裕子（昭４３） ◇手塚 幸子（昭３３） 

菊地 冨美子（昭３９）  小林 綺子（昭３９） 

菅野 歌子（昭４４）    西山 有子（昭４６） 

 

― 総務・母校支援委員会 ―  

◎中島 豊（昭４６）      ○北島 崇弘（昭２８） 

中山 正仁（昭４６）    △河合 正富（昭４６） 

村上 幸宏（昭４７）    △織茂 広 （昭４７） 

 

（２） 進交会館建替え工事進捗状況 

    平成３０年１１月９日に地鎮祭を行い、１２月より 

建設工事が着工され、基礎（杭打ち）工事を開始 

しました。旧建物の基礎等の埋設物の除去で工事 

の遅れが多少出ていますが年内に完成し、２０２０

年１月から営業開始の予定です。 
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  （平成３１年２月２０日現在 進交会館建設現場） 

 

（３）「進交会館建替え募金」中間報告 
 

平成３１年１月３１日現在 （円） 

  Ｙ校卒 市大卒 Ｙ校・市大卒 

件数 536 347 27 

金額 11,667,000 5,083,728 1,308,000 

          

  Ｙ専卒 その他 総合計 

件数 13 2 925 

金額 150,000 1,010,000 19,218,728 

※ 目標金額２，０００万円まであと８０万円となりました。

『建替え募金』は６月３０日まで受付しています。 

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 

   の皆様による多大なるご支援、ご協力をお願いい 

   たします。 

 

（４） 叙勲表彰者報告 

   新田弘子様（昭和３９年卒）が永年にわたる行政 

  相談活動についての顕著な功績（行政相談功労） 

  が認められ、平成３０年春の叙勲で瑞宝単光章を 

  受章されました。 

  

（５） 硬式野球部２１世紀枠での選抜出場を祈る賽銭 

募金報告 

Ｙ校が平成３１年度選抜高校野球２１世紀枠の神 

奈川県代表として推薦されました。しかし、次の関東 

７都県の代表に、そして全国で３校の枠に選ばれる 

為にはハードルが高く、神に祈るしかないとのことで 

 

 

『Ｙ校会の集い』の席上で、出席者に賽銭募金を 

お願いし、２０２，０００円 が集まりました。 

残念ながら、関東代表は茨城県の石岡一校が 

選ばれ、甲子園の出場も決定しました。 

 集まった募金は、平成３１年２月１７日（日）のＹ校 

硬式野球部ＯＢ会の新年会で、田宮会長から小島 

監督に授与しました。 

募金協力をして頂いた方々、また大口の募金を

して頂いた山本道昌様（昭３１年卒）、相原敏貴様

（昭４１年卒）、星野匡様（昭５３年卒）には深く

感謝し御礼申し上げます。 

 

年  代 Ｈ２９年度 Ｈ３０年１２月末 

昭１２～１９年  ５ ４ 

昭２０～２９年 ７２ ７１ 

昭３０～３９年 １８０ ２０３ 

昭４０～４９年 １７１ １８９ 

昭５０年 ～ ４５ ４０ 

合計 ４７９ ５０７ 
 
※ 対昨年度、２７名の増加で横ばいでしたが、 

昭和３２年卒の幹事の方に気を吐いて頂き、 

３１名増員して頂きました。 

ありがとうございました。 

 

      

    

  

◎ 日時 ： 平成３０年１２月１日（土） 

       １１：３０ ～ １４：００ 

◎ 会場 ： ローズホテル横浜 

 

  昨年の『Ｙ校会創設２０周年』の参加者１４５ 

 名に劣らず１３１名の方が参加しました。特に昭 

和３２年卒の方には２１名参加して頂き、盛大に 

開催しました。 

今回はテストケースとしてカラオケを導入し、 

４名の方に歌って頂き、大変盛り上がりました。 

 

Ｙ校会 会費納入者 年代別状況 

【１，０００名の早期達成を目指して】 

 

『Ｙ校会の集い』を開催 

（企画・運営委員会、レディス倶楽部担当） 



 

次回以降、カラオケの導入も検討したいと思います。 

この度の福引に際し、多数の方に景品のご協力を頂

きました。あらためて御礼申し上げます。 

 

 

 

 

『Ｙ校国際交流事業の台

湾国立曽文高級家事商業

職業学校への訪問』（１０月

実施）に自費参加する生徒

２名（各５万円、計１０万

円）、またニューヨークで開

催される『ＵＮＩＳ－ＵＮ学

生会議』（２月実施）に自費

参加する生徒１名（１０万

円）に対し、海外を目指す

その志に応えていく事を目

的として、『Ｙ校会海外研

修奨学金』（合計２０万円）

を授与しました。 
 

 

 

  【参加生徒の感想・報告】 

 １０月２９日～１１月４日まで国際交流プログラムで台湾 

に行き、Ｙ校の交流校の「台湾国立曽文高級家事商業 

職業学校」を訪問し、現地の学生と交流し、生徒のお宅 

にホームステイをしました。 

英語を使って伝えたいことを必死に伝え合ったので、 

心の底からの会話をする事ができました。 

  

     

今回の研修で、台湾や台湾の人への印象が大きく 

変わったと思います。とても親切でフレンドリーで 

積極的に英語で話しかけてくれました。そしてこの 

研修で終わることなく台湾をもっと知り交流を続け、

日本と台湾をつなぐ存在になれたらいいと思います。 

また、今回の交流プログラムに携わってくださった 

全ての方々に感謝いたします。 

 

平成３０年１２月７日（金）３２名が参加。１２月とは思え

ないポカポカ陽気の中、１０時にマリンシャトル号に乗

船し横浜港内クルーズを６０分満喫しました。午後は貸

し切りバスで大黒ふ頭、本牧埠頭、横浜港シンボルタワ

ーを見学し、１５：３０に桜木町駅で解散となりました。 

天気に恵まれ、ガイド付き、そして何と言っても費用

が『無料』で実に素晴らしい１日を過ごす事ができ最高

の企画でした。 

 

北島崇弘氏（昭２８卒）からの提案と協力により、１１

月１５日（木）１８：００関内ホールで柳家小三治、柳家権

太楼、三遊亭歌之介、桃月庵白酒、柳家ほたるさんと

いった一流の落語家の噺を４０名が楽しみました。 

１８時の開演時間が少し気になりましたが、料金が 

３，５００円と割安で、大いに笑って楽しむことができま 

した。今年度も開催する予定です。 

 

「Ｙ校会海外研修奨学金」の授与 

（総務・母校支援委員会担当） 

 

 

 

 

「横浜港見学会」 

（企画・運営委員会、レディス倶楽部担当）

と）当） 

 

爆笑！！「濱っ子寄席」 

（企画・運営委員会、レディス倶楽部担当） 

 



 毎年、恒例の目玉企画として各種算盤を展示して好評

を博して来ましたが、担当の金田定雄氏（昭２３卒）が誠に

残念ながら昨年逝去されました。 

今回は、代替企画として大宮勲氏（昭４８卒）生産による

新鮮野菜の販売会を行いました。朝１０時のオープンと同

時に来客が集中し、大根、人参、トマト、さつま芋等全ての

野菜が午前中で完売となりました。 

３１年度も引き続き野菜の販売会を開催予定ですが、

他の展示物にも工夫を凝らし、買い物後も足を留めて頂く 

様検討していく所存です。 

 

【Ｙ校祭入場者数】 

年 度 Ｙ校全体 Ｙ校会ＯＢルーム 

平成３０年 ７，２６７名 ２７３名 

昨年度 ５，４２１名 １３６名 

 

【展示物】 

① 『Ｙ校時報』各年代展示 

② 『清水ヶ丘』各年代展示                 

 ③ 朝日新聞掲載『青春スクロール』記事展示     

④ 硬式野球部 甲子園出場ＤＶＤ放映 

 

 

 

 

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９月～３１年２月） 

◎ ２１，０００円 

   鈴木 喜也（昭３４） 

◎ ２０，０００円 

中山 正仁 （昭４６） 

◎ １１，０００円 

高橋 睦美（昭３７） 

◎ １０，０００円 

藤本 明 （昭１４）     渡邊 和幸 （昭２０④） 

南 信一郎 （昭２８）    高橋 秋生 （昭２８）  

鳥海 邦博 （昭２９）    中崎 田鶴子 (昭３０) 

山本 道昌 （昭３１）   荒井 良國 （昭３３） 

森 洋子 （昭３５）      宇治 眞人 （昭３７） 

高松 ミサヱ （昭３９）   二見 泰弘 （昭３９） 

関口 道子 （昭４０）   大胡 隆司 （昭４０） 

田中 準一 （昭４０）   鷲沢 和彦 （昭４０） 

田辺 芳夫 （昭４０）    松岡 衣子 （昭４０） 

相原 敏貴 （昭４１）   浜村 延明 （昭４３）     

白井 広幸 （昭４４）   大宮 勲 （昭４８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

【 第７回 麻雀大会 】 

日 時  ： 平成３０年１１月７日（水）   

会 場  ： 「いずみ」（横浜駅西口） 

参加者 ： ２０名 (内、女性２名)   

優勝者 ： 鴨志田昌弘氏（昭３４卒） 

「Ｙ校祭」ＯＢルーム開設 

（企画・運営委員会、レディス倶楽部担当） 

 

 

― Ｙ校会正会員訃報 ― 

 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

（敬称略） 

一杉 哲也 （昭１８年卒） 

平成３０年９月２８日 ご逝去 

安藤 達雄 （昭２０年卒） 

平成３０年２月１３日 ご逝去 

 

 

 

 

【事務局からのお願い】 

Ｙ校校歌、応援歌のレコードをＣＤにダビン

グ処理をしたいのですが、可能な方、ご連

絡下さい。 

◇ 連絡先    ０４５－３０８－７９６０  

   （安川携帯）  ０９０－７２６８－１０９７ 

【Ｙ校会へのご寄付のお礼】 

 



 


