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会員の紹介

会員の紹介

◆2019 年 7 月 1 日～2020 年 7 月 31 日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。

７期

長谷川

忠信さん

４０期

林

第５回インディアカ
ワールドカップの
指導者

３２期

武井

明輝さん

ネイチャー
フォトグラファー

洋子さん

４９期

筑波大附属
視覚特別支援
学校教諭

羽山

奈保さん

画家・芸術家

３２期

５０期
小堀 聡さん
名古屋大学大学院
経済学研究科
准教授

竹藤

恵一郎さん

映画監督
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◆作品の紹介

竹藤 恵一郎さん（32 期）の読み聞かせ動画
題名：
星のはなし
配信ＵＲＬ：https://youtu.be/6zqnAxC3bQc

交通図書賞を受賞した小堀聡さん(50 期)の著書

林明輝さん(40 期)の自然風景写真

「会員の紹介」掲載方法
①ご本人から直接オフィスへ寄稿
②紹介者がご本人に確認または取材して
いただき、オフィスへ寄稿
卒業生であれば、どなたでも掲載できます。
会員の輪を広げるために、是非、掲載の
ご協力をお願い致します。

羽山奈保さん（49 期）の作品

2018 年度に紹介された会員
31 期 今村司さん
11 期 齋藤方秀さん
21 期 佐藤周三さん

34 期 辻 裕之さん

47 期 宮本史利さん

49 期 小林洋平さん

2019 年 6 月 読売巨人軍代表取締役社長に就任
弁護士
若い世代の人たちを応援するためのホームページ『生き方のヒント』を開設
医師
「Dr.さとうの「肥満大学」プログラム キャラチェンジダイエット」（講談社）
を著し出版
映画監督
2018 年 幻冬舎グループ主催 自分史コンテストにて『ヤクザ映画なんか好き
じゃなかった』が大賞を受賞
オペラ歌手
2015 年２月、一般社団法人よこすかの音楽家を支援する会
（ＹＭＳＡ）を設立
作編曲家/サックス奏者
ドラマ「夕凪の街 桜の国 2018」の音楽を担当
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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。

横須賀高校八期同期会

剣道部 OB 菖蒲会と現役との交流会

日時：令和元年 11 月 11 日（月）13:00～15:00
会場：横須賀セントラルホテル 9 階パールの間
参加者数：43 名

2019 年 8 月 17 日（土）参加者は菖蒲会が 26 名、
現役は顧問の早坂先生と 73 期の高校 2 年生 3 名、
74 期の高校 1 年生 3 名及び今年の 3 月まで顧問を
されていた岡見先生率いる横浜平沼高校からも 4 名
の高校生が来られました。
来年 2020 年には菖蒲会も創立 60 周年を迎え、あ
らためて現役へのさらなる支援と会員相互の交流
を活発に行っていくとともに盛大な記念行事を計
画しております。会員の皆様には詳細が決まり次
第、ご案内いたします。各種お問い合わせは会計 34
期瀬尾までお願いします。

１．開会挨拶 司会 坂本順正（4 組）
２．物故者へ黙祷
３．幹事代表挨拶
八期会会長 伊藤義郎（8 組）
４．乾杯 発声
原 慶治 （1 組）
詳細は八期のホームページをご覧ください。
http://yokohachi.com/yokohachi-hp-1/sub1681.htm

佐藤春喜先生のご定年を祝う会

26 期学年同窓会

日時：2019 年 11 月 30 日（土）
場所：よこすか平安閣

日時：2019 年 11 月 3 日(日)
場所：Younger than Yesterday

11 月 3 日（日）文化の日に、26 期学年同窓会を
開催しました。45 年ぶり、卒業して初めての学年同
窓会でしたが、1 次会と 2 次会に延べ 95 名の学友
が参集しました。会場は 22 期の歯科医である佐々
木 先 輩 が 所 有 す る ラ イ ブ ハ ウ ス 'Younger than
Yesterday'。参集した仲間たちは、それなりの貫禄で
したが、気持ちは、Younger than 45 years ago で、
あっという間に打ち解け、45 年という長い年月が経
ったとは信じがたいものがありました。

2019 年 11 月 30 日(土)に、佐藤先生のご定年を
祝して、同窓会と「佐藤春喜先生のご定年を祝う会」
をよこすか平安閣に於いて開催いたしました。
当日は佐藤先生をはじめ、同窓生 30 名が出席い
たしました。27 年振りに再会した人もおり、思い出
話に花を咲かすことができ、とても楽しい時間を過
ごすことができました。次回は４年後の 50 歳にな
ったときに同窓会を開催する予定です。
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10 期会 第 14 回
『傘寿を祝う同窓会』開催

23 期 8 組クラス会

日 時：2019 年 10 月 11 日(金)
場 所：セントラルホテル「ダイヤモンド」
参加者：89 名
傘寿を祝う 10 期同期会を開催した。天候には恵
まれませんでしたが、遠くは広島、岡山、石川、愛
知、山形からも泊まりがけで参加してくれた友もあ
り、会場内は熱気につつまれた。
各テーブルでは話に花が咲き、青春真っ只中と言
いたいところだが、そこは 80 歳。あちこちで病気
や介護の話もちらほら。校歌斉唱後の二次会は、雨
と皆の足腰を考慮してホテル内の別室に設定され
ていたが、それでも三次会に繰り出した強者もいた
とか。

2019 年 12 月 21 日（土）に横浜中華街でクラス同
窓会（忘年会）を実施いたしました。師走の忙しい
時期ではありましたが、総勢 12 名で中華の丸いテ
ーブルを囲んで 2019 年 4 回目のクラス会を忘年会
として挙行できました。
体調の良し悪し、free な時間の有無等、各自色々
事情がありますが、こうして年 4 回、最近はもっぱ
ら横浜中華街ですが、開催できることは幸せなこと
と思います。まだ卒業以来一度もクラス会デビュー
されていない仲間もいますが、事情の許す限り声掛
けしていきたいと考えています。
2020 年春にはまた、3 月 28 日（土）に中華街で
行うことが決まっております。

第 18 回木翠会
（18 期 5 組同窓会）古稀+2 の会

横須賀高校三田会 開催報告
2019 年 11 月 2 日午後 5 時より、銀座・交詢社
を会場にて開催。当会は神奈川県立横須賀高校か
ら慶応義塾大学に進んだ卒業生の交流の場として
設立され 4 年目を迎えた。
今回の総会は、来賓に母校の同窓会である朋友
会の大竹英恵会長（高 34 期）をお招きし、横高の
近況や朋友会活動の活性化策について、お話を伺
った。
次に新会員の自己紹介、向井美希さん（高 59
期）から勤務先である楽天の企業戦略についての
ショートスピーチがあった。
その後、暫くの歓談の後、恒例の講話は、佐藤
周三さん（高 21 期）から「脳卒中と認知症」とい
うテーマのお話があった。誰もが避けて通れない
高齢化と病気の関係を、ユーモラスを交えて話さ
れ、皆さん熱心に耳を傾けていた。最後に参加者
全員で「若き血」を唱和し、総会は無事終了し
た。

18 期 5 組木翠会は令和元年 11 月 21 日（木）横
浜西口天理ビル北海道にて第 18 回同窓会（古稀+2
の会）を開催しました。
石川県をはじめ山梨、千葉、東京、神奈川から参
加者 21 名が集合、定時の 13 時にスタート、恩師
と 4 名の物故者に黙禱後乾杯、近況報告は特筆無し
という人が多くスピーチも短め、肺癌 19 年胃癌 10
年乳癌 5 年、緑内障、毛が少なくなった等、6 回目
の年男を迎えた、迎えるお爺さんらしい話、体育祭
ではカッパの仮装で 1 位を取ったエピソード等、入
学から 56 年の思い出話で盛り上がり、九州修学旅
行バスで歌った「ぼくら離れ離れになろうとも、ク
ラス仲間はいつまでも」を来年もと約し中締め、散
会しました。
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19 期幹事会を開催

第６回横高未来ナビ講師の集まり

令和２年 2 月 5 日（水）
、横須賀中央のとある酒
場に、都合で出席でなかった 1 クラス以外の 8 クラ
スの幹事 13 名が集まりました。 平成 29 年、橫高
卒業 50 周年の記念パーティから 2 年あまり。次の
60 周年に向けてさらなる結束を強めようとの主旨
で行いました。

「未来ナビでの発表をお互いに聞きたいよね」とい
う話が終了後に出ました。
そこで、2019 年 11 月 22 日（金）19 時から、
新橋の貸会議室にて、横高未来ナビに参加した講師
が集まり、相互にプレゼンテーションの発表をしま
した。
参加者は 58 期小林峰さん、50 期花崎徹治さん、
39 期大石直人さん、55 期松井眞紀さん、そして会
長の 34 期大竹英恵さんにも参加いただきました。
発表についての講評や質問もあり、予定の時間内の
終えることができず、第２弾を近々開催する予定で
す。興味がある方はオフィス宛にメール
（office@kenyoko-hyk.jp）をください。

70 期

成人式

学年同窓会

2020 年 1 月 11 日（土）メルキュールホ
テル横須賀にて 18 時より成人式学年同窓会
を開催しました。今年は、成人式の 2 日前
に開催し、約 220 名の参加者が集まりまし
た。
お世話になった先生方からのお言葉やビデ
オレターを見て、懐かしいひと時となりまし
た。そして、横高の絆やつながりを改めて感
じる場となりました。

「同窓会開催情報」掲載方法
学年同窓会、クラス会、部活 OB、
その他横高卒業生有志の会の開催案
内・報告を朋友オフィスまでご連絡
ください。

朋友会ゴルフコンペ開催について
2019 年 10 月 24 日（木）に千葉県君津市にある
鹿野山(かのうざん)ゴルフ倶楽部にて、
第 14 回朋友会ゴルフコンペを開催しました。
秋の一日、曇り空でありましたが雨も無く、5 期の
85 歳から 50 期の 39 歳まで 37 名が参加し、
皆さん楽しくプレーをされました。

web 版 8 月号 寄稿締切 7 月 10 日
web 版 10 月号 寄稿締切 9 月 10 日
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◆会員による会員のためのイベント

会員のイベント

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。

人生の寺子屋

終活について

8 月 18 日（日）記恩館セミナーハウスに岩本幸
彦さん（29 期）をお招きして、"大学生が先輩と考
えるこれからの生き方とは"と題してお話しを伺い
ました。

8 月 23 日（金）講師の行政書士 島崎英一さん
（13 期）をフリースペースにお招きし、終活で備え
ておくべきこととして、身辺整理・エンディングノ
ート等についてお話しを伺いました。島崎さんのオ
リジナル エンディングノートは、朋友オフィスに
ありますので、興味のある方はご連絡ください。

（企画 70 期 上田泰雅）

校歌祭練習
10 月 12 日（土）の第 14 回青春かながわ校歌祭
に向けて、9/22、9/29、10/5 と３回の練習を行い
ました。最終日には在校生も参加し、卒業生と在校
生の交流練習となりました。
（企画 13 期 島崎英一）

校史資料室展示資料説明会
10 月 5 日（土）記恩館での校歌祭練習後に C 棟
校史資料室の展示資料説明会を開催し、朋友会会員
15 名が参加しました。来年度 C 棟は耐震工事のた
め、校史資料室は一時すべての保管資料を教室から
搬出する予定（時期は未定）です。校史資料室の見
学を希望の方は、朋友オフィス（メールアドレス
office@kenyokohyk.jp）までご連絡ください。

（企画 43 期 久場今日子）

横高サロン
11 月 16 日（土）ヴェルク横須賀にて、初めての
部活 OB 会代表者の会合を開きました。連絡取れて
いない部活 OB 会もありましたが、23 人の参加で
情報交換ができました。
参加部活 OB 会は以下です。
音楽部、硬式野球部、サッカー部、室内楽部、
将棋部、吹奏楽部、ソフトボール部、卓球部、
バスケットボール部、バレー部、陸上部
（企画 役員）

（企画 10 期 上田寛）
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第１回記恩館コンサート

腸活について

10 月６日（日）横須賀高校卒業の音楽家による母
校での記恩館コンサートを企画しました。
初回は私、47 期宮本史利（オペラ歌手）が出演し
ました。次回 12 月 21 日出演予定の 63 期 松本 理
沙さんも登場し、歌声とサックス、ピアノの音色を
楽しんでもらう場面もありました。

11 月 15 日（金）に朋友会オフィスにて、会員４
名に参加いただき「腸活」についてのセミナーを実
施しました。
＜テーマ＞
・生きた菌を食べなくても腸活になる！
・ヨーグルト以外の腸活！

（企画
34 期 沼野さと）

第２回記恩館コンサート
12 月 21 日（土）とても楽しくサックスの演奏が
できました。ピアノ伴奏は長田翔さん（YMSA 所属・
三浦学苑卒業）にお願いし、第３回出演予定の 69
期岸本佳子さんとも共演しました。演奏後に OB の
先輩方を交えて懇親会では、吹奏楽部の練習の様子
等の話で盛り上がりました。初めてお会いする OB
の方とも知り合いになれ、とても良い機会となりま
した。

（企画 63 期 松本理沙）

（企画 47 期 宮本史利）

新年懇親会
2020 年 1 月 25 日（土）にセントラルホテル横須賀
にて４期から 67 期まで総勢 70 名の会員が集まり、新年
懇親会を開催しました。テーブルを移動しながら、様々な
年代の会員と交流をされ、話に花が咲いていました。
聖火リレー、横高未来ナビ、オフィスの様子等、
ここ１年間の朋友会活動の報告もありました。
最後は恒例の校歌斉唱、坂東武者を歌い、楽しい
ひとときとなりました。
（企画 役員）
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各期代表会
2020 年７月 18 日（土）15:00～16:00 に、Zoom によるオンラインの各期代表会を開催しました。各期
代表が集まって情報共有する場は、今回が初めてになります。会場での参加も含めまして、合計 45 名が参加
しました。
当日の役員からの説明資料の主なページを参考までに掲載します。
（企画 役員）
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◆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。
今回は、新型コロナウイルスでの自粛等があり【案内】はありませんが、2019 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。

9/7 宮本史利 リサイタル 2019

8/2 第１５回三笑亭噺しの会

日時：2019 年 9 月 7 日（土）
場所：東京文化会館 小ホール（東京都台東区上野
公園 5-45）

日時：2019 年８月２日（金）
出演：可龍「たがや」夢丸「悋気の火の玉」
可風「錦の袈裟」小夢「ちりとてちん」
会場：神保町・らくごカフェ
木戸銭：前売（予約）1,800 円、当日 2,000 円

（41 期 三笑亭小夢）

（47 期 宮本史利）

8/17 第５回ワンコイン
チャリティー落語会

11/30 ギター＆トーク

日時：2019 年８月１７日（土）
出演：小夢（２席）
桂小すみ（音曲）
春風亭かけ橋（落語）
会場：インナートリップセンター横須賀
木戸銭：前売５００円
主催：ワンコインチャリティー実行委員会
（責任者 新倉定治０９０－３２２８－２４２６）

日時：2019 年 11 月 30 日（土）16：00～18：00
場所：CAFÉ WINDY
近藤康洋さん（23 期）が単独ライブを開催します！

（23 期 近藤康洋）

（41 期 三笑亭小夢）
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8/11~16 三浦市
三崎八景作品展

8/26 北とぴあダイヤモンド
ライン vol.27

期間：2019 年８月 11 日（日）～８月 16 日（金）
場所：マホロバ・マインズ三浦 本館 13 階
展示作品：平成版「三崎八景」にちなんだ絵画、
写真、短歌・俳句等の各種作品

日時：2019 年８月２６日(月)
出演者・ネタ
主任・小夢「妾馬」
小助六「碁泥」
圓馬「死神」
柏枝「紙入れ」
前座／馬ん次
お囃子／稲葉千秋社中
三笑亭小夢さん（41 期）が出演します。

・大井 英章さん（19 期）が会長を務める「三浦史
蹟名勝振興会」が主催しています。

（41 期 三笑亭小夢）

（19 期 大井英章）

よこすかニューイヤーコンサート 2020
日時：2020 年 1 月 11 日（土）
・12 日（日）
場所：横須賀市文化会館 大ホール
出演：宮本史利（バリトン）＊47 期
上條恵衣子（ソプラノ）*46 期
松本理沙（サックス）*63 期 その他
問い合わせ
yokosuka.ymsa@gmail.com
046-842-7592 （宮本）
（47 期 宮本史利）
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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 年発行の名簿を最後に、個人情報保護法の施行により、会員名簿の発行を行っていま
せん。したがって、40 期代後半以降の会員は、どんな先輩・後輩がいるのか知る術がありません。
横須賀高校卒業生のネットワークを広げるために、多くの会員の掲載をお願いします。
もちろん、日本全国、海外の会社・お店までご利用いただけます。
このページは、現在までにホームページに掲載されている会社・お店を卒業期順に掲載しています。

齋藤方秀法律事務所

社会福祉法人 栗山会

東京 中央区

横須賀 武

事業所名：特別養護老人ホーム やまびこ荘
ケアハウス あっとホーム
軟式野球部 昭和 37 年県大会準優勝

1980 年に銀座の上記場所（７－１５－８）に開
設した事務所です。複数企業の法律顧問のほか、
信用金庫及びグループ企業の監事などをしてお
ります。企業以外からでも個人の方のご相談にの
っておりますので、お気軽にご相談下さい。

15 期 栗田敏彦（理事長）

11 期 齋藤方秀

株式会社 いづみ工事
パルテノン株式会社・学校法人「長岡学園」

横須賀 林

横須賀市を中心に水道施設・管・土木工事を手掛
ける建設会社です。

横須賀 長沢
京急長沢駅前でパルテノン株式会社（HP 有り）
及び学校法人「長岡学園」を運営し、横須賀創生
に邁進しております。
「三浦半島創生の会」で仲間
を募り、横須賀再生活動にも取り組んでいます。

17 期 泉澤静雄（代表取締役）
24 期 泉澤泰範（専務取締役）
50 期 泉澤洋一（常務取締役）

15 期 高木一次 （代表取締役）

株式会社柳屋
カラオケパブ

しんじょう

横須賀

横須賀

上町

横須賀の皆様に可愛がられ今年で 67 年、楽しく
わくわくする様な良い品をどこよりも安く皆様
にお届けします。これからも皆様に愛される柳
屋を目指して従業員一同頑張ってまいります。

汐入

平成 25 年に汐入駅前郵便局の裏に店をオープン
して今年で 7 年目です。午後 5 時から 11 時まで
営業し、定休日は木・日曜日。カラオケ好きな人
達が集るリーズナブルの店で勿論歌わなくても
大丈夫です。是非一度ご来店下さい！ お待ちし
ております。

22 期 田邉一三（代表取締役）

22 期 安島悦雄

石田音楽院

横須賀 衣笠

1998 年に開業した岩﨑クリニックを 2020 年葉
山岩﨑内科クリニックに名称変更いたしました。

石田音楽院は経験豊かな講師が 1 対 1 で指導致
します.趣味でお稽古なさる方も、専門に進む方
も、正しい基礎から勉強する事が上達の近道。ギ
ター科・ピアノ科・ヴァイオリン科・声楽科・フ
ルート科。院長はギタリスト

32 期 岩﨑仁彦

23 期 石田忠

葉山岩﨑内科クリニック

葉山
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建築設計

想行社

ミカサホーム株式会社

葉山

葉山町立葉山中学校 東京芸術大学建築科卒業
竹中工務店設計部を経て建築設計想行社開設

追浜で不動産の会社を経営しています。相続など
を得意としています。
高校 32 期 10 組 硬式野球部副将 常葉中学校
学習院大学法学部卒

32 期 木村衛

有限会社雄設計室

32 期 松浦直三（代表取締役）

逗子

個人住宅、幼稚園、保育園などの設計・監理を中
心に地域密着で仕事をしています。 高校 36 期サ
ッカー部と現代音楽同好会に所属していました。
追浜中学ー横高ー東京理科大学と進み現在は逗
子市小坪に画家のアトリエだった家をリノベー
ションして住んでいます。

島建設株式会社

38 期 島和弘

横須賀

根岸

税理士法人みかさパーク共同事務所
横須賀 小川町

お客様が笑顔になれる、そんならぁ麺をお出しで
きるように、毎日精進しています。ぜひご来店く
ださい。一杯入魂でおつくりします！

事務所は小泉進次郎さんと同じビルにあります。
前職が、堀川は新聞記者、竹村は銀行員という経
歴を経て、平成 29 年 6 月に設立いたしました。
皆さま、よろしくお願いします。

38 期長谷川修二

株式会社追浜解体

横須賀 桜が丘

期待以上の成果を出しますのでよろしくお願い
します。

36 期 古谷雄一（代表取締役）

らぁ麺 はせ川

横須賀 追浜

横須賀

追浜

39 期 堀川敏毅
39 期 竹村徳広

工事設備等
41 期 小林栄治（代表取締役）

神居法律事務所
GREEN

横須賀 汐入

北海道 旭川市

ドブ板通りでジーンズとアメリカンカジュアル
ウェアのセレクトショップ「GREEN」を経営して
おります。

北海道旭川市神居（かむい）の法律事務所です。
お近くにお住まいの方，お近くに知人がいる方，
お困りのことがありましたら是非ご利用くださ
い。

43 期 川口泰弘

54 期 佐藤翔平

卒業生であれば、どなたでも掲載できます。
会員の輪を広げるために、是非、掲載のご協力をお願い致します。
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朋友オフィスより
銀行振込
振込銀行 ゆうちょ銀行
振込支店 〇二九支店
（ゼロニキユウ支店）
口座番号 ００００７８２
会費年額 １，５００円
※卒業期、氏名を入力してくださ
い。
※複数年度での納入も受け付けて
います。

口座振替

会費払込票

振替用紙は朋友
オフィスにありま
す。お問い合わせく
ださい。
振込手数料は朋友
会が負担します。

2017 年度～2019 年
度に会費納入された
方には、会費払込票を
郵送します。
ご利用ください。
（10 月発送予定）

会計年度は 7 月 1 日～翌年 6 月 30 日になります。
なるべく年内に納入していただくようご協力を
よろしくお願い致します。

会費納入を忘れていませんか？
母校・在校生の支援をしませんか？

会費納入のお願い
朋友会は横須賀中学、横須賀高校卒業生が
「だれでもできること」を行っています↓

会費を納入することで、朋友会を維持し
母校の支援をしてきましたが、2020 年
度は新たにイベントの案内、記念品の
発送を企画しています↓
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会報「朋友」は
ホームページで！

実費で紙面を郵送できますが、
会費納入者は希望すれば無料で郵送できる
よう予定しております。

６月号
母校編
６月号と
８月号の主
な記事をコ
ンパクトに
まとめて
発行

１０月号
総合編

８月号
会員編

総合編の寄稿文の締切は、
9 月 10 日です。
皆様の寄稿で、会報「朋友」は楽しくなります！
たくさんの情報をお寄せください。

あらゆる年代にも対応
朋友会の情報発信

Facebook
【公開】FB
より多くの人に情報を拡散
【会員限定】FB
会員情報や朋友会からの
お知らせを発信

LINE
会員情報や朋友会からの
お知らせを発信

Twitter
Instagram
より多くの人に情報を
拡散

ホームページ
「会員の紹介」「会員のイベント」「同窓会開催情報」
「会員が携わる会社・お店一覧」は、会員の皆様からの情報です。
ホームページから朋友オフィスにお問い合わせができます。

メール

郵便・電話
携帯電話を用意しました
070-3104-3030

会員と朋友オフィス
との連絡
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会員個人との連絡は、
なるべくメールで

2020 年度役員等紹介

2020 年度総会は、９月６日（日）
～オンライン総会～

2020 年度も引き続き朋友会のために活動をし
ますので、ご協力をよろしくお願い致します。
敬称略
会長
大竹 英恵 （34 期）
副会長
泉澤 泰範 （24 期）
副会長
鷲尾 精一 （34 期）
副会長
河野 暁子 （39 期）
副会長
鈴木 守
（50 期）
会計
山王 成彦 （34 期）
会計
堀川 敏毅 （39 期）

役員会・常任幹事会にて、2020 年度朋友会
総会は、9 月 6 日(日)14 時より、Zoom による
オンライン総会に決まりました。新型コロナウイ
ルスの接触感染リ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。
総会に出席希望の方は、以下の手順にて出席の

監事
監事
相談役
相談役
相談役

手続きをよろしくお願い致します。
１．８月２０日（木）必着にて、以下の内容を朋
友オフィスまでメールにてご連絡お願いし
ます。

石井
奥山
遠藤
松生
山田

正士
寛樹
正敏
渾
茂雄

（19 期）
（22 期）
（ 4 期）
（ 8 期）
（11 期）

（卒業期）
（クラス）
（氏名）
（住所）
（電話）

常任幹事 中村 佳晃 （ 9 期）
大川 謙一 （18 期）
村松 正實 （19 期）
狩野 昭夫 （25 期）
浅羽 義里 （27 期）
村田 光男 （27 期）
丸瀬 正
(28 期)
二本木岳彦 （32 期）
渋谷 浩徳 （33 期）
藤平 多花子（38 期）
八矢 信宏 （39 期）
川口 泰弘 （43 期）

２．議案は、
【会員限定】Facebook に掲載します
ので、FB の登録をお願いします。
３．議案に関する質問やご意見は、８月２０日
（木）必着にて、受け付けます。
４．8 月２３日（日）までに、出席確認のメール
を朋友オフィスから返信します。
５．９月５日（土）までに、Zoom の URL を
送ります。
６．当日は 30 分前から Zoom の待合室に入るこ
とができます。
７．Zoom 利用が難しい方、Zoom 利用方法がわ
からない方は、朋友オフィスまでお問い合わ

役員より
同窓会は久しぶりに顔を合わせて楽しむふるさと
のようなもの。横須賀高校をキーワードに懐かしみ、
現在の横高や在校生を支援していきたいです。
新型コロナウイルス感染が少しでも早く終息する
ことを願います。

せください。

会員限定 Facebook

神奈川県立横須賀高等学校朋友会
朋友 web 版 2020 年８月号
発行 2020（令和 2）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

