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トップ写真の紹介
ホームページトップ写真を募集中！
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
昔の写真も送ってください。
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会員の紹介
◆ 2020 年 10 月 1 日～2021 年 7 月 10 日に新たにホームページに掲載された会員の紹介です。
名前をクリックすると、
【会員の紹介】のページを見ることができます。

１７期

後藤

２３期

和夫さん

趣味はギター

（リレチャン第３回講師）

上野

康洋さん

食品の味、香りに
関する講演を実施

1964 東京オリンピック
聖火ランナー

２４期

近藤

和典さん

３０期

髙橋

達也さん

元バンダイ社長

横須賀市薬剤師会会長

現在は画家

３０期

樋口

ロッカー（音楽）

一郎さん

３０期

山本

誠さん

東京理科大学
工学部機械工学科
教授

山楽ライター

３２期

只野

浩さん

３２期

レンタルスタジオ
「太鼓庵」を
オープン

川添

雄彦さん

NTT 常務執行役員
研究企画部門長
（リレチャン第４回講師）
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３５期

鈴木

３８期

由紀子さん

日本大学商学部
教授

３９期

岩﨑

美苗子さん

著述・編集業

甘糟

成美さん

３９期

斉藤

直樹さん

感染症対策
コンサルタント
看護師
（リレチャン第２回講師）

俳優

４０期

４０期
小沢 康弘さん

高野

充時さん

医師
漢方専門医
医学博士

吹奏楽作家

４３期

地野

利実さん

５０期

加藤

毅之さん

(株)デジタルホールディングス

グループ執行役員 CFO
(リレチャン第１回講師)

腫瘍内科医

５８期

小林

峰さん

ご本人から、ご友人から…
横須賀高校卒業生のネットワーク
を広げるためにご紹介ください！

国内大手通信会社
戦略企画部シニアマネージャー

寄稿はこちらから
https://kenyoko-hyk.jp/tetuduki/tetudukikaiho.html

アジア留学協会事務局長
（リレチャン第１回講師）
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著書の紹介
著者

：30 期

著者

樋口一郎さん

：35 期 鈴木由紀子さん

単なる山のガイドに
留まらず、歴史や自然・
地質など総合的に三浦
半島を理解できるよう
様々な工夫を凝らして
みました。
最新刊には横中校歌
「坂東武者」の一節を
紹介してあります。
どこに載っているのか
お探しいただければ。
ヒントは「衣笠城址」です。

現代の社会が直面して
いる社会的課題を解決
するために新たな企業
のあり方を模索し、社
会的企業やハイブリッ
ド型企業を取り上げて
「ポジティブな逸脱」
という視点から探究。

著者

著者

：38 期

岩﨑美苗子さん

IT の「常識」を学び
たい方のためのはじめ
の一冊として作りまし
た。
小学生から大人までの
すべての世代に向けて、
難しすぎない程度に
かみくだいて説明して
あります。
見て楽しいイラストが
理解を助けてくれます。

著者

：43 期

：40 期

小沢康弘さん

千葉県習志野市に生ま
れ育ったヤンチャな少年
・ハルカ。
小学校の吹奏楽部に足を
踏み入れたことから熱血
先生や親友と出会い、
音楽のおもしろさにのめ
り込んでいく。
汗と涙、出会いと別れ、
喜び、悔しさ、感動…。
青春のすべてを詰め込んだ
吹奏楽部ストーリー。

高野利実さん

著書を出版された皆様へ

患者さん一人ひとりに、
その人なりの医療の
あり方があるはずで、
それが HBM の姿です。
本書で紹介されている、
いろんな患者さんの想い
をお読みいただきながら、
ご自信の HBM を」考え
ていただきたい、という
のが私の願いです。

横須賀高校卒業生のネットワーク
を広げるためにご紹介ください！
寄稿はこちらから
https://kenyoko-hyk.jp/tetuduki/tetudukikaiho.html
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会員のイベント
◆会員による会員のためのイベント
朋友オフィスにご連絡いただければ、どなたでも会員参加のイベントを開催できます。
会員の輪を広げるための懇親会には、朋友会からの補助があります。
詳しくは朋友オフィスまでお問い合わせください。
会員のためのイベントの説明
◎リレー講演でチャンスを掴め！（リレチャン） 会員企画
目的：日本・世界各地で活躍する横須賀高校卒業生の知見や経験を会員に共有をすることで、現役生徒は
進路、大学生は就職活動のヒントに、また社会人は新たな気付きや会員同士のコネクションづくり
などに活用いただく機会とする。
概要：土日の１時間程度を利用し、各界で活躍する卒業生がリレーして講演を続けていく。２ヶ月に
１回開催予定。対象は会員、横須賀高校在校生・教員とする。
◎講習会・コンサート等

会員企画

◎各期代表会 役員企画
朋友会の状況を各期に伝え、各期から期の情報を伺う機会とする。
朋友会の活動を継続していくための情報交換の場として、必要に応じて開催する。
◎横高サロン 役員企画
部活 OB 会代表者が年２~３回程度集まり、部活動の様子や OB 会の活動につき情報交換する。
朋友会の活動を継続していくための情報交換の場として、必要に応じて開催する。

リレー講演でチャンスを掴め！（リレチャン）
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各期代表情報交換会
◎2021 年 1 月 30 日～2 月 11 日

各期代表 60～72 期会（Zoom）

・後輩ナビ・未来ナビ・就活応援について
・各期代表の役割について
◎2021 年 3 月 28 日～4 月 3 日
・各期代表の役割について
◎2021 年 4 月 4 日～4 月 11 日
・各期代表の役割について

・卒業後４年間の会費免除について

・各期代表を各クラスから選出お願い
各期代表 30～59 期会（Zoom）
・各期代表を各クラスから選出お願い
各期代表 8～29 期会（Zoom）
・各期代表を各クラスから選出お願い

※Zoom による参加が難しい方、都合が合わない方は電話にて情報交換しました。
◎2021 年 6 月 5 日

各期代表全体会（Zoom）

・各期代表について ・総会開催について
・引き続き、海浦校長先生から学校情報、リレチャン第３回を開催

第２回横高サロン

第３回横高サロン

開催日時：2020 年 11 月 14 日（土）17:00～18:30
場所
：ヴェルクよこすか 第 3 研修室
出席者 ：剣道部（19 期村松）
硬式野球部（25 期狩野）
水泳部（28 期堀川）
吹奏楽部（27 期村田）
ソフトテニス部（32 期出石）
バレーボール部（22 期指宿）
陸上競技部（40 期渕脇、39 期河野）
※敬称略
企画
：役員

日 時：2021 年 3 月 27 日(土) 16:00～17:30
場 所：ヴェルク横須賀 第３研修室
参加者：剣道部（19 期村松）
硬式野球部（25 期狩野）
ソフトテニス部（32 期出石）
陸上競技部（40 期渕脇）
※敬称略
企画 ：役員

6

◆会員の皆様のイベント報告
会員の皆様の講演会、音楽会、催し物等の案内をホームページに掲載できます。
お近くで開催のイベントがありましたら、ぜひご参加ください。
2020 年度に掲載されましたイベントにつきましてご報告いたします。

和漢診療の世界

終了

終了

よこすかニューイヤーコンサート
●「よこすかニューイヤーコンサート 2021」に
63 期松本理沙さんが出演
●「よこすかの音楽家を支援する会」代表理事は
47 期宮本史利さん

武村次郎展
終了
●講師 40 期 地野充時さん

香りの世界を旅する

終了

●講師 23 期 近藤康洋さん
●セミナー名 "香りの世界"を旅する
日 時：2021 年 7 月 1 日(木) 14:00～15:30
zoom によるオンラインセミナー
募 集：50 名（先着順）
参加費：お一人様 4,600 円
資料・紅茶・香のサンプル付き
（セミナー前に送付されます）

・高校 7 期 武村次郎さんの遺作展
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第二海堡上陸見学クルーズ

舞台「検察側の証人」
終了

これ
から

●斉藤直樹さん(39 期)が出演します。
●46 期加藤史子さんが代表取締役を務める
WAmazing の企画です。
「東京湾の軍艦島」第二海堡は明治に造られた会場
要塞です。 東京湾では巨大船ウォッチングもで
きます。
昼前には帰港するため、参加者同士、マスク外し
ての飲食などはありません。

舞台「検察側の証人」
作 : アガサ・クリスティ
翻訳.演出 :小川絵梨子
日
場

：2021 年 8 月 28 日～9 月 12 日
：世田谷パブリックシアター
(別の日程で他会場もあり)
チケット ：S 席 10,500 円／A 席 8,000 円
(全席指定)
一般発売日：2021 年 7 月 17 日
主 演
：小瀧 望(ジャニーズ WEST)
斉藤直樹さんは、ワイアット博士役で
出演

＜日にち＞
５月３日（月・祝）５日（水・祝）８日（土）９
日（日）15 日（土）16 日(日）19 日（水）
＜時間＞
８ :30 受 付 ９ :00 三 笠 桟 橋 出 航 ９ :30 ～
10:40 第二海堡 11:10 三笠桟橋到着

時
所

※詳細は以下の公式サイトをご覧ください。
https://www.kensatsugawa.com/

＜料金＞
9,980 円

講演会、音楽会、催し物等の
案内をします！
横須賀高校卒業生の
ネットワークを広げるために
情報をお寄せください！
寄稿はこちらから
https://kenyoko-hyk.jp/tetuduki/tetudukikaiho.html
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会員が携わる会社・お店一覧
◆会員のネットワークを広げるためのページです。
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たいと思っています。
このページは、2020 年度に掲載した会社。お店を会員の卒業期順に掲載しています。

（有）朋友自動車商会

横須賀 内川

取締役である臼井尚は 18 期。娘の畠山たかねは 43
期です。横須賀ヤナセの所長を経て昭和 55 年に設
立。車のことで困ったらいつでもご相談ください。

１８期

臼井尚

株式会社キムラ

三浦市 栄町

還暦を機に、介護保険サービスの会社を立ち上げま
した。10 年が過ぎケアマネジャー、ホームヘルプ、
レスパイト型デイサービス、リハビリ型デイサービ
スの 4 事業に育ちました。古希になり、心身共にき
つい時もありますが、もう少し続けたいな、と思い
ます。

MMSTUDIO～music&language
横須賀 三春町
50 期の伊賀崎（旧姓：鮫島）美砂です。2021 年 3
月 1 日、横須賀市三春町 6-36（京急堀ノ内駅から
徒歩 9 分）に音楽と英語に特化したスクール
「MMSTUDIO～music&language」を開校します。
プロのミュージシャンとネイティブの外国人語学
講師がお待ちしておりますので是非いらしてくだ
さい。詳細は das_edelweiss821@yahoo.co.jp に
ご連絡ください。

５０期

２１期

木村武

(有)信濃屋書店

横須賀 若松町

創業 98 年になります。横須賀市内の教科書を扱っ
ています。横高の教科書も販売しています。

２１期

山本祐一

伊賀崎 美沙

アダジオ法律事務所

よこはま第一法律事務所

横浜市 中区

横須賀 富士見町

地元横須賀で「マチ弁」をしております。科学部で
はタマちゃんの南下に備えて平作川の水質調査を
行い、音楽部では段ボールで出来た衣装を装着して
歌を歌っておりました。よろしくお願いいたしま
す。

56 期 2 組髙橋博丈（神奈川県弁護士会）が所属す
る事務所です。
教育委員会の非常勤職員を兼務しており、学校に関
わる法律問題を多く取り扱っています。
その他、分野を問わず、何かお悩みがございました
ら、お気軽にご相談ください。

５６期

５６期

角井駿輔

髙橋

博丈

会員が携わる会社・お店をご紹介します！
横須賀高校卒業生のネットワークを広げるために情報をお寄せください。
寄稿はこちらから
https://kenyoko-hyk.jp/tetuduki/tetuduki-kaiho.html
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同窓会開催情報
◆2019 年 8 月 1 日～2020 年 7 月 10 日までに寄稿がありました同窓会開催報告です。

21 期 6 組文集発行

剣道部「菖蒲会」記念誌発行

21 期 6 組では、卒業後 50 周年を振り返ろうと
いう趣旨で、2020 年 12 月古希記念文集『桃源』
を作成しました。自分たちの職業体験や遊び、趣味
あるいは横高の思い出などを「爺さんが自分の孫に
語り聞かせる」つもりで、それぞれの経験をまとめ
てみたら面白いだろうと考えました。普段クラス会
に出席できない級友にも投稿してもらい、多くの参
加者が集う『誌上クラス会』になればいいなと企画
したものです。文集には、我がクラスのヒーロー
草野君の遺稿を含めて延べ 12 人の原稿が集まりま
した。
130 ページに及ぶ文集は、クラスの編集委員が原
稿収集、編集、校正、印刷、製本までのすべてをお
こない、安価でかつ味わいのある冊子となり
ました。
朋友会の他学年、他クラス
の皆さんにも、自分たちで
製本まで安価に作成できる
方法をお伝えできますので、
是非、朋友オフィスを通して
お問い合わせください。見本
は朋友オフィスに保管して
あります。

剣道部 OB 会の『菖蒲会』は、令和 2 年に創立 60
周年を迎えました。 当初は、祝賀会、記念誌など盛
大な記念行事を考えていましたが、コロナ禍により
祝賀会は断念せざるを得ず、記念誌の刊行に力を注
いでまいりました。
記念誌は、母校海浦洋子校長、朋友会大竹英恵会
長、横須賀剣道連盟田島東海男会長からはお祝いの
お言葉を、多くの会員からは懐かしい写真などの資
料とともに思い出を語る文章をお寄せいただき、昨
年 12 月に完成することができました。 これを機会
に現役部員との交流をより一層深め、新たなる歴史
と伝統を築き上げていきたいと願っています。
また、会員の中には連絡先不明の方がいらっしゃ
います。このホームページをご覧になって、ご連絡
をいただければ幸いです。
連絡先
19 期 村松正實
21 期 木村守男
office@kenyoko-hyk.jp

科学部 OB 会 Zoom 懇談会
2021 年 6 月初めに、
「伝統とは何か？」をテーマ
に、Zoom アプリを利用した懇談会を開催した。参
加者はギャラリーを含めて延べ 12 名。いつでも参
加できるように複数日に分けて行ったが、朋友会企
画の「リレー講演でチャンスを掴め！（リレチャ
ン）
」の講演後の回では、本間慎司教諭が作った陸
上競技部の伝統の話で盛り上がった。そして、各時
代の部活顧問の話題にも及んだ。
1917 年に科学部の前身の物理部が創設され、の
ちに改称され現在まで続いている科学部は、最近で
は生物部の分野を含めた新たな伝統を作りつつある
ようだ。好科会は、今後も在校生の活動を支援し続
けていきたい。以下、好科会の紹介をする。

夏の甲子園神奈川大会
2 年ぶりに全国高校野球選手権神奈川大会が開催さ
れました。
残念ながら、初戦で横浜栄高校に 4 対 5 で負けてし
まいましたが、大会に臨む石井洋監督と玉川壮太郎主

●好科会紹介
2007 年からオンライン《科学部・好科会の伝統》
⇒つづきはこちらから

将の話をご紹介します。
https://kenyoko-hyk.jp/know/knowima/2021/06/-714.html

https://kenyoko-hyk.jp/tanoshimu/tanoshimudousokai/2021/06/-obzoom.html

（硬式野球部 OB 会 副会長 25 期 狩野昭夫）
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その他

会員情報他

小柴昌俊さん訃報

校史資料室動画

中学 32 期で、2002 年にノーベル物理学賞を受
賞された小柴昌俊さんが 11 月 12 日にお亡くなり
になりました。謹んでご冥福をお祈りします。

横須賀高校の放送部のコメントです。
「この動画は、校史資料室の展示品を説明を交えなが
ら紹介しています。放送部員一同、一生懸命制作しま
したのでぜひご覧ください。
」

◎横須賀中学・横須賀高校・朋友会との関連

Youtube リンクはこちら
⇒ https://youtu.be/EgWzmovt1Vw

・2005（平成 17）年 3 月 10 日 横須賀高校創立
100 周年の第 1 回記念講演で、演題「やればで
きる」の中で、小児マヒの克服談など語る。

校史資料室は横須賀高校の中にありますが、校舎の
耐震工事のため、８月から約１年間、プレハブの仮設
校舎にて展示をすることになりました。
そのため、現在の展示の様子を保存し、在校生、卒
業生にも見てもらえるように、放送部が動画の構成か
ら撮影、ナレーション、編集まで制作したものです。

・2008（平成 20）年 10 月 25 日 よこすか芸術
劇場での創立 100 周年記念式典で卒業生を代表
して挨拶「これがやりたいと本気で感じられる
ことをやるのが一番良いのです。そうすれば困
難に立ち向かうことも、乗り越えることもでき
る。自分は何に向いていて、何がやりたいかを
知るために、物怖じせずにいろいろ新しいこと
を試してみてください。そして自分に合ってい
ると実感できるものを見つけたら、それに邁進
してください」とアドバイスされた。

未来ナビ新聞記事
第７回横高未来ナビ講師 46 期加藤史子さんが、日
本経済新聞のコラム SmartTimes に、2020 年 10 月
10 日(土)におこなった未来ナビの講演の様子を掲載
しました。

・2010（平成 22）年 3 月 31 日発行 横須賀高校
100 周年記念誌「百年の風」での寄稿
"物怖じしないで試してみよう"

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO674264
20X11C20A2XY0000

就活応援体験記
希望する業界や就活についての面接やエントリ
ーシートの書き方について、先輩から話を聞くこと
ができます。朋友オフィスにお問い合わせくださ
い。体験記は以下ご覧ください。
https://kenyoko-hyk.jp/know/knowoffice/2020/09/-70.html

https://kenyoko-hyk.jp/know/knowoffice/2020/10/70hf.html
https://kenyoko-hyk.jp/know/knowoffice/2020/10/70hk.html
https://kenyoko-hyk.jp/know/knowoffice/2020/12/-70-tf.html
https://kenyoko-hyk.jp/know/knowoffice/2020/12/-70-hu.html
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朋友会

お知らせ
会

ホームページ

入手方法

会

会員

会員

オフィスに
連絡

会

会 SNS
より入手

web 版

いつでも
閲覧可

各期代表登録のお願い

メールアドレス登録のお願い

朋友会からのお知らせ発信を各期代表から各ク
ラスにお願いしています。
今までは、学年で数人という各期代表でしたが、
情報発信移行中は、クラスへの情報発信が増えます
ので、クラスから 1～2 名の各期代表の選出をお願
い致します。

朋友会からのお知らせ（会報「朋友」web 版公
開情報、会員によるイベント情報等）を随時メー
ルにて会員の皆様に配信していきます。
ホームページ内会員情報変更のページより
必要事項を入力の上、メールアドレスのご登録を
お願いします。
また、会費納入者への贈呈品の発送もしていま
すので、住所変更、電話番号変更、改姓も合わせ
てご登録いただきますようお願いいたします。

★各期代表登録はこちらから
https://kenyoko-hyk.jp/tetuduki/tetudukiregistration.html

★会員情報変更はこちらから
https://kenyoko-hyk.jp/memberchange.html

中学期寄稿文
2021 年 1 月に中学期の会費納入者に近況や思い
出の寄稿をお願いしましたところ、10 件ほど寄稿
が集まりました。会報「朋友」web 版 10 月号で
ご紹介いたします。
なお、2021 年度分の会費納入または寄付をされ
た中学期の方には、中学期寄稿文の冊子を贈呈す
る予定です。
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維持会費納入のお願い

2021 年度分会費納入者への
贈呈品発送

2021年度（2021年７月１日～2022年６月30
日）がスタートしましたので、あらためまして、維
持会費の納入をお願いします。

2020 年度に引き続きまして、2021 年度分
会費納入者に贈呈品を発送致します。
◆目的
・会員に会費納入の御礼として校章入りグッズを
記念品として贈り、会員のネットワークを広げる
ため
・会報「朋友」の紙面での郵送希望の方に、記念品
に替えて会報「朋友」を発送するため

メールアドレスを登録している方には、９月に
「お知らせ」と会費納入のご案内をメールで配信
します。
メールアドレスを登録していない方には、次の
とおり、ご連絡します。

◆2021 年度贈呈品
①記念品 校章入りレザー調付箋

中学期～高29期 ９月に「お知らせ」と会費払込票
を郵送します。
高30期～高73期 各期代表から「お知らせ」と会費
納入のご案内をします。

※名入り（校章および朋友会名）はケース表面

②記念品 校章入りボールペン（2020 年度発送残）
※在庫が無くなり次第、①に替えさせていただきます。

③会報「朋友」第 91 号(2021 年 10 月発行)紙面
※すでに2021年度分の会費を納入された方には
「お知らせ」のみのご連絡となります。
※中学期～高７期までの方へ一律に会費払込票を
お送りするのは最後とします。口座振替や銀行間
振替をご案内し、希望の方には、ゆうちょ銀行の
払込票をお送りすることとします。

◆希望受付方法 9 月上旬にホームページに掲載
します。

2021 年度総会は、９月５日（日）
～オンライン総会～

メールアドレスの登録がお済みでない方は、ぜひ
ご登録ください。

役員会・常任幹事会にて、2021（令和３）年度
朋友会総会は、9 月５日(日)14 時より、Zoom
によるオンライン総会に決まりました。昨年に引
き続きまして、新型コロナウイルスの接触感染リ

◆維持会費納入方法
・口座振替、銀行振込にて納入できます。
・口座振替用紙を希望の方は、朋友オフィスまで
ご連絡ください。
・銀行振込の際は、卒業期・クラス・氏名の記入
をお願いします。

スク低減および拡散防止のため、特別に対応する
ものです。ご理解とご協力をお願い致します。
総会開催案内・議案等につきましては、8 月上
旬に各期代表の皆さんにメール配信、または郵送
致します。
一般の会員の皆様には、８月上旬にホームペー

維持会費納入方法
https://kenyoko-hyk.jp/tetuduki/tetudukikaihi.html

ジにてご案内いたします。

神奈川県立横須賀高等学校朋友会
朋友 web 版 2021 年８月号
発行 2021（令和 3）年８月１日
役員一同

朋友オフィス
〒238-0007 横須賀市若松町 3-15-2-103
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携帯電話

０７０－３１０４－３０３０

電話＆FAX

０４６－８７６－７２６６

Mail

office@kenyoko-hyk.jp

