
 

 

  

 

◆会報「朋友」web 版 10 月号は 10 月初旬にホームページに公開！ 

  ２大特集「横須賀中学を過ごした先輩の今と当時の様子」 

      「横須賀高校ＳＳＨを知る」 

 

◆ホームページを解説！ この１年間で会員紹介２０人、著書紹介、など 

  内側見開きにホームページ内容をわかりやすく解説しています。 

 

◆メールアドレスの登録お願い 

ホームページはいつでもどこでも見ることができますが、会員によるイベント等タイムリーに 

  情報発信するために、メールアドレスの登録をお願いしています。 

 

◆会費納入者には記念品を贈ります！ 

  2021 年度会費納入者には、2021 年度会費納入済のご案内と記念品「レザー調付箋（表に校章あ

り）」を贈ります。記念品は、会報「朋友」第 91 号紙面または校章入りボールペン（2020 年度

記念品）にも代えることができます。              

 

◆長年会員の皆様に発送していた「会費払込票」は徐々に発送を中止！ 

  2022 年 1 月からゆうちょ銀行の現金による払込手数料がさらに 110 円 UP！ 

  口座振替または銀行振込を推奨していきます。 

 

◆母校支援のための寄付お願い 

 母校部室扉の整備のための寄付を募ります。 

ホームページをご覧ください！ 

中面をご覧ください！ 

裏面をご覧ください！ 

会費納入のお願い 
●会費の使い道  会員への情報発信等、 

         在校生への支援 

●会費年額    1,500 円（複数年度分納入可） 

●会費納入先   ゆうちょ銀行 

         〇二九支店 

         当座預金００００７８２ 

 

★2021 年度会費を納入された方には、 

 レザー調付箋（表に校章あり）を贈呈します。 

 ※記念品のレザー調付箋は、会報「朋友」第 91

号（2021 年 10 月発行）紙面または 2020 年度

記念品の校章入りボールペンに変更できま

す。 

※ホームページまたは QR コードより変更希望の

連絡をお願いします。すでに 2021 年度分の会

費を納入された方で、会報「朋友」紙面の希

望をされていない 

方にはレザー調付箋 

を贈呈します。 

  

 

 

 

 

 

 
 

★「私は、いつまで会費を払っているの？」 

  宛名ラベルの一番下の行に、会員 ID と会費 

 納入の最終年度を記載しています。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  会員 ID とは、 
 
  １ ７３ ０１ ０００ 
                                 
      クラス 学年通し番号または出席番号 
    卒業期 
  0 は中学期、１は高校期 
 

★「いつまでに会費を払うの？」 

12 月末日までの納入をお願いします。 

  2022 年 1 月よりゆうちょ銀行の現金による 

払込手数料の値上げが予定されています。会費

の納入は、なるべく口座振替または銀行振込を

ご利用ください。 

※口座振替用紙は朋友オフィスにあります。 

 

2021 年度総会報告 
2021（令和 3）年度の総会が 9 月 5 日(日) 14 時

から 15 時 10 分まで行われました。昨年に引き続き

コロナ禍での Zoom によるオンライン総会となりま

したが、151 人（うち委任状 98 人）の出席で、す

べての議案につき、可決されました。総会は、8 期

から 73 期まで幅広い年齢層の会員が Zoom にて出

席する中、湘南ビーチ FM パーソナリティーの 29

期森川いつみさんによる司会で、円滑に進行しまし

た。 

大竹英恵会長(34 期)からは、「この４年間、会員

の皆様の支えにより、会員のネットワークを広げて

きました。2 期目はコロナ禍となりましたが、オン

ラインを利用することにより、現役生も大学生も参

加しやすくなりました。３期目は、今やっているこ

とを会員の皆様に広く知ってもらうことと、後進に

つなげていく組織活動を活発にしていくことです。 

会員のネットワークが広がれば広がるほど、会員

の親睦が深まり、母校支援が大きくなり、地域貢献

ができるようになります。今後もクラス・学年・部

活のつながりを超えた朋友会のつながりを楽しんで

いただけたら嬉しいです」と横須賀中学・横須賀高

校の誇りをつないでいく説明がありました。 

  

詳しくはホームページをご覧ください。 

母校支援の寄付お願い 
●寄付内容   部室扉の整備 

●寄付理由         鍵がかからない部室があり、部室

扉の開閉がしにくいため。 

また、現時点で、神奈川県の予

算では整備の見込みが立ってい

ないため。 

●寄付目標額  1,363,900 円 

●寄付受付期間 2021 年 9 月 5 日～12 月 31 日 

●寄付方法   朋友会で寄付を募り、神奈川県 

まなびや基金（指定校、指定目的）

を通して部室扉の整備を行う。 

●寄付口座 

①横浜銀行 横須賀支店 

普通６２７２３０１ 

 ②三菱ＵＦＪ銀行 横須賀支店 

       普通０６８０８６２ 

 ・口座名義人はいずれも「神奈川県立横須賀 

  高等学校朋友会」 

 ・寄付金額は 2,000 円以上 

   ・卒業期、クラス、氏名を記入 
 
  

神奈川県立横須賀高等学校 朋友会 

 

朋友オフィス 

〒238-0007 横須賀市若松町 3-15-2-103 

TEL/FAX    046-876-7266 

Mail       office@kenyoko-hyk.jp 

HP              https://kenyoko-hyk.jp/ 

 

発行日 2021 年 9 月 25 日 

発行  横須賀高校朋友会 役員一同 

 

（例）宛名ラベル最下段 

(会員 ID8 桁)2025 ⇒2025 年度分まで納入済 

(会員 ID8 桁)kouza⇒口座振替手続き済 

(会員 ID8 桁)2025 k⇒2025 年度分まで納入済 

                                   口座振替手続き済 

(会員 ID8 桁)      ⇒2021 年度分未納入 

 

朋友会からのお知らせ 2021 

※校章と「神奈川県立 

横須賀高校朋友会」 

の印字 

贈呈品変更希望の方は 
こちらの QR コードより 

手続きをお願いします。 
 
 
 
 
 

振込される方は必ずこちらの 
QR をお読みください。 

※ＨＰにも掲載しています。 

 

https://kenyoko-hyk.jp/


 

会則 

同窓会情報 

会員の紹介 

会員のイベント 

会員の携わる 

会社・お店一覧 

写真紹介 各期代表登録 後輩ナビ登録 会員情報変更 

登録 
スタッフ募集 

会費納入に 

ついて 

朋友オフィス 

からのお知らせ 

校史資料室から

のお知らせ 

会員のネットワークを広げるためのページです。 

皆様からの寄稿をお待ちしています！ 
朋友会は、1995 年以来、会員名簿を発行していません。これは、電話勧誘などに名簿が悪用 

されたり、個人情報を公開したくない人が多くなったためです。 

名簿に代わって、朋友会のホームページや会報に多くの会員の情報を掲載することによって、 

会員のネットワークを広げていきます。基本的に、ご本人からの寄稿をお待ちしていますが、会

員の皆様からご紹介をいただき、ご本人にご連絡を取らせていただく場合もあります。掲載して

欲しい会員、イベント、会社・お店がありましたら、オフィスまでご連絡ください。 

 

●会員の紹介 

テレビに出ている方、受賞された方、著書を出版された方、研究職、その他企業等でご活躍

されている方、紹介したいと思う会員情報を掲載できます。投稿はご本人または友人からの紹

介の形、どちらでも構いません。紹介文・略歴合わせて 600 字～800 字と顔写真を朋友オフィ

スに送ってください。作品等も掲載できます。※掲載内容は随時更新できます。 

 

●会員のイベント 

会員の皆さんの著書・講演会・音楽会・催し物等の紹介を掲載できます。会員の皆様の楽し

みのために、何度でもご利用ください。 

その他、会員による会員のためのイベントも掲載しています。リレー講演でチャンスを掴

め！（リレチャン）、各期代表の情報交換会、横高サロン（部活 OB 会代表者の会）、講習会等

が該当します。 

 

●会員が携わる会社・お店一覧 

自分の携わっている会社・お店を掲載できます。会社やお店が、会員と会員をつなぐことが

できます。是非、掲載のご協力をお願いします。日本国内だけでなく、海外の方もご利用くだ

さい。 

 

●同窓会開催情報 

 クラス会・学年同窓会・部活 OB 会・その他の会の開催案内と報告を掲載できます。 

 学年、部活 OB 会、その他の会の Box があります。ご覧ください。新しい部活 OB 会やその他

の会につきましては、Box を増やすことができますので、遠慮なく寄稿をお願いします。 

 

●写真紹介 

母校周辺の風景や近くのお店の写真、現在の写真だけでなく以前撮った昔の写真を送ってく 

ださい。 

朋友会HP 
 
ホームページに掲載された記事は、 

１年分まとめて会報「朋友」に 
掲載しています。 

 
会報「朋友」web 版 6 月号   母校編 

会報「朋友」web 版 8 月号   会員編 
会報「朋友」web 版 10 月号 総合編 

 
会報「朋友」web 版 10 月号は、希望者に 

紙面で郵送しています。 

 

 
●スタッフ募集    

朋友オフィス・校史資料室・情報発信の協力をお願いします。 

・朋友オフィスでは、PC 入力（Word、Excel）、封入封緘作業、印刷作業等を行っています。平日の夜（仕事

帰り）または土日での作業が多くなっています。その他、イベントでの受付、会場準備等もあります。 

・校史資料室スタッフは、学校での資料整理、資料保管等になります。歴史や資料に興味のある方は是非 

ご協力ください。 

・情報発信は、ホームページに原稿の下書きをする人、ＳＮＳの発信をする人を募集しています。在宅でも 

協力できるスタッフです。 

 
※コロナ禍では、最小限のスタッフで作業をしています。発信・発送作業に時間がかかり、 

ご迷惑をおかけすることもありますが、ご了承ください。 

 

 
●会員情報変更登録  

住所・電話変更、改姓、およびメールアドレス登録ができます。 

情報発信や連絡がスムーズにできるよう、現在、メールアドレス登録をお願いしています！ 

 

●後輩ナビ登録    

横高未来ナビ・就活応援等で協力できる方の登録をお待ちしています。 

 

●各期代表登録    
会員のネットワークを広げ、後進につないでいく組織を作るために、各クラス１～2 名の登録をお願いしま 

す。各期代表は、朋友会からの連絡事項を会員に伝え、年１回開催される総会に出席します。 

 

会員のため、朋友会のために協力できるページです。「できる人が、できる時に、できることを」協力していきます。 
 

卒業生が「知る」「楽しむ」「協力する」 
ことができるホームページです！ 

 


