会長欠席のため、松本副会長
に話をしてもらいました。予

たそうです。

三村 一郎

)

《 思港祭に参加致しました 》

(

昨年は、初秋の九月二十一日

算決算案など議題も、承認さ
れました。併せて四十周年記

（土）二十二日（日）に開催さ

同窓会の存在をＰＲするのが目

念行事次第も発表されました。

になり、完成は八年後で、そ

的で、一昨年の総会前から話が

れた思港祭に、初めて港北高校

挨拶の中では、現在の学校

れまで陸上部のトラックの中

持ち上がっていたものを実現す

学校からは、耐震の関係で

の様子、四年生大学への進学

にプレハブを建てて順次校舎

の寄付に対する御礼の意味も

率が毎年十パーセントずつ上

同窓会として参加いたしました。

九月六日に視聴覚室にて平

校の学園祭には、子供が同じ学

る事が出来ました。卒業した学

の報告がありました。

を立てていく予定であること

会報印刷
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10,530

していたのですが、ライブハウ

室では、軽音楽部がバンド演奏

劇が行われていました。視聴覚

や一・三年生のクラスによる演

体育館では、吹奏楽部の演奏

した。

上がりの輪に入ることが出来ま

校に入らない限りなかなか行く

印刷代

総会後には、二期・十五期

70,000 円

楽部の部員が百三十人近くい

総会案内、会報配布等

十五期生約十五名の参加をい

通信費

機会が無いのですが、「同窓会

10,000 円

共に同期会を行ったそうです。

文房具、封筒等

る事などの紹介があり、出席

た。今年度は二期生約六〇名、 上がっている事、そして吹奏

がり、港北高校の入試倍率が

こめてご挨拶いただきました。 校舎の一部を建て替えること

神奈川県立港北
高 等 学 校
同窓会会報
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発
行

成二十年度総会を開催しまし

平成二十年度総会報告

第３号
消耗品費

ただきました。また、渡辺校

1,167,216 円

の出展を手伝う」という目的が

198,000 円

二期生は一四五名、十五期生

37 期生（198 名）

された皆さんの驚きの声が聴

会費

長にもご出席いただき、四十

969,216 円

有った事で、再び学園祭の盛り

平成 19(2007)年度より

は八二名程度の参加者があっ

繰越金

覚室に響きました。その後、

（収入の部）

周年記念行事への同窓会から
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通信費

総会案内、会報配布等

70,000

59,470

印刷代
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35,000

44,100 △ 9,100
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四十周年記念事業寄付

積立金

港北高校周年事業寄付積立

同窓会では歴代の卒業アルバ

ラス皆でＴシャツを作るのが当

ありませんでした。最近は、ク

ごしでしょうか。今回同窓会報

同窓生の皆さん、いかがお過
くれました。

生徒諸君に大きな感銘を与えて

ケールの大きい励ましのお話は

で記念講演をしてくださり、ス

幸夫さんが同窓生を代表する形

式典第二部では七期生の藤巻

嬉しく思いました。

たと絶賛の言葉を頂戴し、私も

たかを確認することも大切で

れたのはどの師でどの友だっ

か、今の自分を育み支えてく

に自己の原点はどこにあるの

てもいいでしょう。それと共

樹となりそびえていると言っ

校歌にありますように既に大

で活躍されています。本校の

に多くの方々が社会の第一線

三千名を大きく超えて、非常

幸夫さんが在校生に向けて人と

巻に聞け」を連載している藤巻

朝日新聞土曜版『ｂｅ』で「藤

第二部として、第七期卒業生で

ての各来賓の祝辞を頂いた後、

記念式典では、セレモニーとし

角に立っていましたから。

羽織っただけの姿で新横浜の街

ても、あの薄っぺらのヤッケを

の祝賀パーティーの案内役とし

寒い日だったのですが、二次会

ス状態で生徒たちで溢れかえっ

ムの展示を行いました。来場者
を発行されるに当り、母校の校

す。今後同窓会活動が一層活

のつながりを大切にする事など

たり前の様で、「クラスＴシャ
ツコンテスト」の投票もしてい

頂き、在学時代の話に花を咲か

ーヌの売込にあわせて見に来て
一月二十日に川崎市教育文化会

すべき創立四十周年を迎え、十

県立港北高等学校は今年記念

しています。

を強めていただくことを期待

校創立五十周年に向けて結束

ンス部のダンス、音楽選択クラ

発表として吹奏楽部の演奏、ダ

第三部では、在校生による活動

のメッセージを送りました。

渡邉 努

せていました。今後も、同窓会
館にて記念式典を執り行いまし

ました。

校長あいさつ

は多くはありませんでしたが、
長として皆さんにご挨拶できる

発となり、絆を更に強め、本

ていて、おじさんが入る余地が

在校生を子供に持つＰＴＡの方
ことを誠に嬉しく思います。

県立港北高等学校長

が四十周年記念の饅頭とマドレ

として思港祭に参加していきた

ス全員による合唱、そして地域

)

度ともに立派な生徒が多く、ハ

た。ご来賓の方々からは意欲態

元気な発表を沢山してくれまし

行われ、港北高校の生徒諸君が

おかげさまで記念式典も立派に

にありがたくお礼申し上げます。

を拠出いただきましたこと、誠

記念行事の費用として五十万円

いただきました。また四十周年

んら多くの方々が式典にご出席

交えて交わされたとお聞きし

いとのお話が恩師の先生方も

ながりも一層強化していきた

一層活発にしたい、各期のつ

の場でも同窓会の活動を今後

大いに盛り上がりました。そ

てくださり、和やかな歓談で

生、旧職員、関係者が出席し

祝賀会では、更に多くの同窓

ソシア２１で開催されました

更に同日の夕刻、新横浜の

るのは、このＰＴＡのお母様方

が、本当に港北高校を支えてい

ました。思港祭でも感じました

ケを着て案内役として立ってい

かしい蛍光ピンクで目立つヤッ

に普段で着るのはちょっと恥ず

勢のお母様方が、駅からの道順

ですが、午前中から在校生の大

た。式典は、午後からだったの

十周年記念式典が開催されまし

神奈川県立港北高等学校創立四

晩秋の十一月二十日（木）に

りました。

のボランティア活動の報告があ

た。同窓会からも松本副会長さ
んが主催団体の代表としてご挨

レルヤコーラスの演奏、翼をく

て、頼もしく思ったところで

だと思いました。当日はかなり

《 創立四十周年記念式典 》

いと思います。
松本 剛

ださいなどの全員合唱など発表

す。本校の卒業生総数は一万

拶を述べられ、三村事務局長さ

内容の水準も高くすばらしかっ

(

名の参加をいただき、大変盛大

めたのですが、最大でも百五十

ので次は三年先になりますが、

は言っても、我が十五期も特段

はありません。クラス会の開催

大豆戸地域のケアプラザでの活

う、われら万年幹事、健康管理

結束力のある学年というわけで

した。結果は百四十五名の参加

状況も学級ごとにまちまちで、

次回も楽しい同期会を開けるよ

ンティア活動、隣の太尾小学校

で思いのほか多かったのですが、 よろしく！！

そういえば十年くらい前にやっ

名位の想定で準備する事にしま

生徒と一緒に鶴見川の生き物観
参加の申し込みをしながら、連

な催しとなりました。

察や実験を行う地域に根差した
絡無しに欠席した人が十人以上

動や、子育て支援施設でのボラ

活動をしているとの発表があり
もいたのには残念でした。後進

態からのスタートです。

業から二十二年半を経て、初の

去る二〇〇八年九月六日、卒

網は今なおかなり強力で、この

いました。特に女子の間の情報

ルやＷＥＢ、口コミに頼って行

開催通知は基本的に電子メー

同期会を開催しました。

伊藤 隆治

たきりかなあ、というような状

ました。古くなった校舎も新し

の方は見習わない様にしましょ

第十五期同期会報告

くなる様ですが、今後、五十周
う。

方でも定年退職されている）に

十七名の元先生方（一番若い

年、六十周年と繋がって行く港
北高校の未来が楽しみになる生
徒たちの発表でした。
(

1

拶を頂戴したのですが、予定し

の同窓生をどうやったらまとめ

総会に出席した際に「一万人超

担を軽減するため幹事さんの役

また各クラスの幹事さんの負

)
同期生全部を集めるのは卒業

た二十五分を大幅に超えて四十

ていけるのか」という話が出た

割を「開催の周知徹底」のみに

ネットワークにはずいぶん助け

以来行った事が無いイベントな

分近くかかってしまいました。

のですが、私は「まずはここに

絞り、出欠のとりまとめは単一

年前の同窓会

ので、各クラスのクラス会幹事

（やはりマイクを持たせたのが

いるひとりひとりがそれぞれの

のメールアドレスのみで集める

実はこれより

が集まり二月に二期生幹事会を

失敗だったか）と内心思いまし

代の 横の繋がり を固めていく

こととしました。

出席いただき、一人一分で御挨

立ち上げました。この立ち上げ

たが、でも皆さん本当に楽しそ

ことが第一歩なのでは？」と意

松本 剛

に一番積極的に動いた女性を幹

うに話してくださいました。こ

られました。

三年一組

事長とし、クラス会を開催した

同期会だより

二期生
真田 正博

ビューホテルにて行いました。

校二期生の同期会を新横浜フジ

のたった昨年九月六日に港北高

三月に卒業、以来三五年の歳月

一九七三年（昭和四十八年）

ったこともありました。メール

がうまく行かず衝突しそうにな

めましたが、なかなか意思疎通

とメール、電話連絡で準備を進

だきました。月に一度の幹事会

りに人選して幹事会に参加いた

ことの無いクラスからも伝を頼

は現在の高校生たちがバリバリ

年金を受け取れる時期というの

た。考えてみると我々の世代が

という趣旨のお言葉がありまし

おかげ、これからもよろしく」

んが頑張って働いてくれている

を受け取っていられるのは皆さ

の御挨拶の中に「いま私が年金

け集められるかどうか試してみ

言ったからには本当にそれだ

という思いからのものでした。

りが実現できるのではないか、

ば、いつか全卒業生規模の集ま

糸を通すようなイメージで行け

その先の段階として学年間に縦

れには十五人が参加。胸には卒

会総会への参加を呼びかけ、こ

まずは「昼の部」として同窓

た。

九十人近い同期生が集結しまし

は当初目標の三倍にも及ぶ総勢

的に伸び、同窓会総会の当日に

ところで学年ごとに横糸を通し、 ところ、最後の一週間で加速度

見を述べました。まずは身近な

業アルバムからスキャンした顔

"

この日は港北高校の視聴覚室で

は便利ですが、思いを伝え合う

の現役で働いている頃なのです

よう、ということで徐々に声掛

"

同窓会総会が開催されたので、

には顔を突き合わせて議論する

ね、彼らの活躍を大いに期待し

二期生同期会後記
幹事

同窓会に参加して、その後新横

事が大切なのですね。

そんなこんなで準備を進めた

浜へ移動するコースと、直接ホ

二期生同期会はオリンピック

ましょう。

次第に固まっていきました。と

は各クラスの幹事さんの名前が

けを進め、六月の末ころまでに

わを持っています。

は校章入りのオリジナルのうち

写真入りの名札を下げ、左手に

最初に迷ったのが会場設定で

としました。生徒が百二十八名、 す。何人集まるかで会場の大き

イヤー毎に開催することにした

テルに集まるコースの二本立て

さが変るので判断が難しい。も

先生方が十七名、総計百四十五

二十年ぶりの再会
十八期

中嶋佳代子
ジの作成には大賛成です。参

ていましたので、ホームペー

全体としての参加も皆希望し

通っていて、私は気に入ってい

ない？）素朴さが港北高校と似

うが、そういう飾らない（飾れ

教授たちは高校の先生方以上に

いるように感じました。それと、

女たちもいい意味で落ち着いて

知り合いになったのですが、彼

強烈な人が多く、刺激的な授業

ます。

今の季節ですと、校門を入っ

が多く開講されています。今で

加できるところは協力してい

てすぐ目に入る銀杏並木が見ご

も港北と市大を選んで正解だっ

きたいと思います。

り、平成の始まりという節目

ろで、時々近隣の方々がスケッ

たと思えます。「合う・合わな

私達十八期生は昭和の終わ
に港北高校を卒業しちょうど

チしに来るくらいです。そんな

い」は大切ですからね。

二十年が経ちました。担任の

美しい景色とは反対に、学生や

同窓会員の近況

た私達。現在どうしていらっ

桑山先生の年齢も知らずにい
夕方からは「夜の部」と称し
しゃるんだろうという思いか

あればぜひ。

大学の宣伝ばかりになってし

て新横浜にてパーティーが開か
ら、普段から会っているメン

三十五期生（二〇〇五年度卒

三年通っての感想ですが、市

先生方は地上にばら撒かれた銀

れ、熱気みなぎる濃厚な二時間
バーでクラス会を計画し十一

業）の市瀬ゆかりと申します。

大の雰囲気は港北高校と通ずる

まいましたが、この辺りで失礼

半を過ごしました。更に二次会
月十五日に実現できました。

よろしくお願い致します。二、

ところがあるように思います。

杏を避けるのに四苦八苦してい

は夜の部の参加者がほとんどそ
一次会は教室で！というわが

三年次にお世話になった担任の

港北高校は自由かつのびのびし

同窓会の運営に興味のある方、是非ご一報ください。

雰囲気は大事です

のまま参加し、更に仕事を終え
ままな希望に在職の先生より

小谷先生がお声をかけてくださ

た学校で、高校生のときは私も

現在は横浜市立大学の三年生

市大の校風をことばで表現す

したいと思います。このような

て新たに駆けつけてくれたメン
ご理解をいただき実現できた

り、今回寄稿させていただくこ

大いにのびのびさせていただい

ごすことができました。あっ

として学生生活を満喫していま

ると「のんびり」「まじめ」と

ます。もしかしたら「市大生は

人近い参加を得るに至りました。 ものの集まったのはたったの

バーが加わり最終的にはのべ百

三名。二次会の食事会でやっ

ととなりました。近況報告で結

ておりました。先生方はみなさ

もしも同期会をやりたくても

という間のクラス会でしたが

す。私の大学（ちなみに在校生

いったところでしょうか。体育

ただいま同窓会では役員を募集しています。

第三十五期生 市瀬 ゆかり

あの一夜の盛り上がり、えも

と十一名というさみしい人数

構、とのことでしたので、大学

ん強烈な個性をお持ちで、それ

なかなか一歩を踏み出せないと

次回へ続く良い感触で終わり

は「市大（しだい）」もしくは

会系のようなガツガツした雰囲

機会を与えていただいてありが

いわれぬ高揚感たるや、それこ

でしたが、始まれば当時の感

のことを中心にお話ししたいと

ぞれの授業に先生の性格がよく

いう他の卒業年次の皆さんがい

ました。クラス会の一番の苦

「横市（よこいち）」と呼んで

気はなく、各々が各々のやりた

銀杏臭い」と思われているかも

そ筆舌に尽くしがたいものがあ

覚はすぐに戻りまるで教室に

思います。

らっしゃれば、僭越ながらノウ

労は連絡先が不明のクラスメ

います）は公立大学でして、校

いことを自由にやっているとい

同窓会ホームページ開設 http://www.kohokuob.com/

とうございました。また機会が

り、まさに感動の一語に尽きる

いるように懐かしい時間を過

ハウの提供を通してお手伝いさ

イトとどう連絡をとるかとい

舎や設備もそれほど最新鋭とい

問い合わせは 事務局長 三村一郎まで
鶴見区市場下町９－３ 電話 090-9834-9041

しれません…。

ものでした。

せて頂ければと考えています。

う点です。次回はじっくり時

う印象です。今年、ご縁があっ

て来年市大に入学する港北生と

表れていた記憶があります。

ご遠慮なく同窓会事務局を通

う感じではありません。人によ
っては物足りなく感じるでしょ

間をかけて、探し続けたいと
思っています。また、卒業生

してお問い合わせいただければ
と存じます。

同窓会役員募集

