第８６回 湘泳会祭
2017年8月19日（土） 開催
ご挨拶 年に一度は、母校のプールで楽しみましょう！
湘泳会 会長 松村 亙（52回）
５月から30度を越す日もあり、夏をすぐそこに感じる気候ですが、寒暖差もあり、少々体にきつい面もありま
す。皆様、如何お過ごしでしょうか。
今年も湘泳会祭のご案内をお送りする時期となりました。今年は8月19日(土)の開催となります。
昨年の湘泳会祭は、小雨交じりの天候でしたが、OBOG、現役合わせて60名程の方々が参加されました。
最年長は28回鈴木先輩、初参加は、51回真下先輩、57回政木君、若手では、81回里村さん、87回猪野さ
ん、そして91回荻野君など世代を越えた集まりは健在です。
第一部プール遊泳では、ここ数年実施している「炎の湘泳会スペシャル！～現役vs.OBOG ガチンコチーム
対決！」 で盛り上がりました。
恒例となっている神奈川県水泳連盟の公認記録会となる「バッジテスト」には、毎年挑戦する先輩もあり、自
己ベストに挑む姿には、心打たれます。
プールサイドでは、飲み物に加え、フレッシュなくだものを用意した休憩コーナー「ほのぼのサロン」を開設。
泳がない方々の語らい場もご用意しました。
一昨年よりスタートしました「学内ツアー」も実施しています。
今年は、同様の企画に加え、フリーマーケットの開催も予定しています。また40回小松先輩のご協力で、ハワ
イアンの生演奏も予定しています。
フリマの収入は湘泳会の運営費に充てたいと考えておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。
第二部総会・懇親会では、開会に先立ち、バングラディッシュのテロで非業の死を遂げた30回田中宏先輩の
追悼として参加者全員で黙禱を捧げました。
80才となっても海外で活躍された田中先輩の素晴らしさを、28回鈴木先輩から御紹介いただき、現役諸君に
も湘泳会には素晴らしい先輩が数多くいらっしゃることを伝えて頂きました。
総会に引き続き行われた懇親会は、例年通りの盛り上がりとなり、大盛況でした。最後は校歌斉唱で締めくく
りました。
当日、皆様より現役に向け多大な寄付を頂戴しましたことを改めて御礼申し上げます。
今年の総会・懇親会は、昨年同様の会場で開催いたします。ジャンケン大会やプレゼント抽選会など、素敵
なお土産もご用意します。
久し振りに見る顔も一杯あることと思います。楽しみにしていてください。
2021年は、湘南高校100周年、湘泳会90周年を迎えます。そろそろ90周年に向けた企画も検討を開始いた
します。
戦前、戦中、戦後、昭和高度成長期、そして平成。90周年は新たな年号で迎えることになるでしょう。
普段の生活では、機会が少なくなっている世代を越えたコミュニケーションも湘泳会の魅力です。
湘泳会の心意気はもとより、若い世代につなぐべきことは一杯あるように思います。
短い時間ではありますが、年に一度のこの機会をこの時をよりよいものにしたいと思っております。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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2016/2017 活動報告
①幹事会
ほぼ毎月開催しております。女性幹事3名(57回土方さん、79回服部さん、87回猪野さん)と学生幹事1名(91
回荻野君)があらたに加わりました。恒例行事も増える中、湘泳会祭りに向けた準備を重ねてきております。

②海月会
海月会2017は、4月8日(土)に渋谷の串焼き「あられ」にて開催しました。22回関野先輩から48回石塚先輩ま
で、担当幹事を含めて16名での開催でした。25回和田先輩、40回備前先輩が初参加。懐かしいお写真など
を持参いただき美味しいお酒を楽しみました。

③現役合同早朝練習会
藤沢市水泳協会のご協力による現役＆OBOGの合同朝練習会も、例年通り11月から5月末まで実施しまし
た。現役生は、総勢60名を越える大所帯です。OBOGも18～50歳代の幅広いメンバーが常時5～10名参加
し、現役⇔OBOGの交流も深まりました。また今年初めてのことですが、6月いっぱいはOBOGのみでの朝練
習も実施しました。今年も11月より開始する予定です。OBOG皆様の参加をお待ちしております。（実施場所
は、毎年藤沢市立石名坂プールです。）

④湘南湘泳会マスターズチーム
60回小塚キャプテンを中心に現在20名がメンバー登録、今年は3月に神奈川マスターズ短水路、4～5月の
日本マスターズ短水路では深谷・相模原・熱海の各大会に参加、各大会の個性に合わせて楽しんできまし
た。
5歳刻みの年齢別レースで25m種目もあるので、年齢・体力にあわせた楽しみ方ができますし、リレーが組め
れば入賞は確実ですので、是非チームにご加入ください。
<トピックス>
・7月のジャパン・マスターズ(今年は大阪)では、55回の樋口君が、何と20年連続出場で表彰されます。
まさに継続は力なり。素晴らしいことです。
・湘南高校が創立100周年/湘泳会が90周年を迎える2021年には、福岡県で世界マスターズが予定されて
います。湘泳会としても、是非参加したいものです。

⑤湘泳会ゴルフコンペ
昨年9月23日、第１回湘泳会ゴルフコンペが、茅ヶ崎の名門「湘南カントリークラブ」で開催されました。参加
者は7名、最年長は31回田中先輩、最年少は79回服部さんでした。優勝は42回小林先輩、準優勝は40回足
立先輩。第2回は6月23日(金)に開催されます。47回箕形先輩、48回石塚先輩、52回渡辺君も参加予定で
す。年2回の開催を目指したいと思っています。

⑥立川高校水泳部OBOG会「立泳会」との合同新年会“昇竜会”開催
39回入江先輩が、湘泳会の「湘」と立泳会の「立」から“昇竜会”と命名し、1月21日に立川高校水泳部OBOG
会「立泳会」との合同新年会を開催しました。参加者は、湘泳会11名、立泳会26名、合計37名。人数的には
少々劣勢でしたが、発起人として39回中島先輩が開会の挨拶を、 最年長参加者27回渡嶋先輩が乾杯を行
いスタート。卒業高校が異なるにも関わらず “水泳部”に所属していたことだけで、とても盛り上がるちょっと
不思議な会でした。

⑦現役支援と近況報告
今年は、現役生の希望により、ビート板10枚と、昨年寄贈したビニール プールが破損したため、その代りとな
る少し丈夫な樹脂製プールを寄贈しました。昨年の湘泳会祭当日に頂戴したカンパをデッキブラシ基金に
組み入れ、現役の希望を募りつつ執行しております。今後も皆様のカンパなどをデッキブラシ基金として現
役支援を継続してまいります。
今年の現役の大会予定は以下の通りです。
(1) 県高校総体兼関東大会予選会 6月23日(金)～25日(日) 於 横浜国際プール
(2) 関東高校水泳競技大会 7月22日(土)～24日(月) 於 栃木県総合運動公園
(3) 全国高校水泳競技大会 8月17日(木)～20日(日) 於 宮城県利府町セントラルスポーツ宮城G21プール
(4) 県高校水泳競技大会 8月27日(日)・28日(月) 於 横浜国際プール
応援の程、よろしくお願い致します。

⑧その他
＜訃報＞ 18回細野廣次先輩 2016年8月13日ご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

役員改選
今年は、役員の任期満了に伴う改選期となります。現時点で、以下の方々が立候補しております。
会長 52回 松村 亙 会計監査 51回 吉田健一 53回 山内茂人 会計 87回 猪野裕子
立候補される方がいらっしゃいましたら、松村までご連絡ください。

湘泳会祭 懇親会！！
今年もプールで泳ぎます。
学内ツアーもやります。歴史館にも入れます。
フルーツカフェ「ほのぼのサロン」では、フリーマーケットもやります。
ハワイアンも聴けます。プールサイドは盛りだくさんです。
懇親会は、プレゼントが盛りだくさんです。
ジャンケン大会、プレゼント抽選会、お土産をゲットしてください。
ご夫婦での参加、お子様連れでの参加も大歓迎です。
ご家族は、懇親会費は無料です！
湘泳会祭
懇親会費

会員：5,000円 学生：2,500円 ご家族：無料 ＊第一部のみ参加の方は、不要です。
お支払方法：会計管理上、当日集金とさせていただきます。ご家族は無料で参加いただ
けます。多くの方のご参加をお待ちしております。

第一部 プール遊泳
湘泳会祭り＝河童祭り、泳がない方も楽しめる企画もあります！
●プール遊泳
例年通り、湘南プールを開放します。毎年盛り上がりを見せる「炎の湘泳会スペシャル！～現役vs.OBOG
ガチンコチーム対決！」、恒例「バッジテスト」も実施します。

●「ほのぼのサロン」開設
フルーツカフェ「ほのぼのサロン」を今年もプールサイドに開設します。くだものやお飲み物をご用意いたしま
すので、休憩スペースとして、会員同士の談話スペースとしてご利用ください。40回小松先輩が率いるハワイ
アンバンド“パナサンズ”のライブも予定しています。

●チャリティーフリーマーケット開催
初の試みですが、フリーマーケットを開催し
ます。押し入れの奥に眠る贈答品など、物
品の寄付をお願いします。当日ご持参くだ
さい。販売売上は、湘泳会運営資金に充
てさせていただきます。ご協力をお願いし
ます。

●学内ツアー＆歴史資料館開放
今年も学内ツアーを実施します。所要時間
は約30分。20回小泉画伯の作品もご覧い
ただけます。
歴史資料館は、定刻よりも早く開館いただ
きます。この機会に歴史館も訪れてみては
如何でしょうか。

第一部 湘南プールでの遊泳 ９：３０～１２：３０

9:30

受付開始

10:00～12:00

プール遊泳

12:00～12:30
常時

学内ツアー
歴史資料館ツアー

清明会館前へお越しください。
水着をお忘れなく。例年通りのバッジテスト、全員リレーに加え、現
役との対抗リレーなどを企画します。
校舎内を巡るツアーです。屋上展望は素敵です。
常時開場していただいています。

第二部 総会＆懇親会
総会後は、わいわいガヤガヤ、湘泳会祭で盛り上がりましょう。
●総会
今期活動報告と決算報告、来期予算報告などを予定しています。今年は役員改選です。

●懇親会
会場は昨年同様、ビストロ&バル「BACCAS」を貸し切りました。天候がよければオープンテラスも開放します。
お酒とお食事をお楽しみください。

●ジャンケン大会＆プレゼント抽選会
プレゼント争奪ジャンケン大会を実施します。ジュニア賞からシニア賞、そして全員賞の6賞をご用意。プレゼ
ント抽選会には、女性幹事が厳選したプレゼントをご用意します。

第二部 総会＆懇親会 １３：００～１６：００
13:00

受付開始

13:30

総会

13:45

懇親会

店舗1階にて幹事がお待ちしてお
ります。
2016/2017年度活動報告及び決
算報告を行います。
世代を越えたコミュニケーションを
楽しみましょう。

ビストロ&バル「BACCAS」
藤沢市鵠沼石上1-4-5
会場 0466-86-7007
ＪＲ東海道本線 藤沢駅 南口 徒歩3分
小田急江ノ島線 藤沢駅 南口 徒歩3分

若手会員へのメッセージ

湘泳会 幹事 79回 服部美奈

水泳部の近い年代の同窓会に顔を出している内に、そこにいた幹事に誘われ、今年から幹事になりました。
幹事になりたてで、まだ幹事らしい活動は出来ていませんが、日々会社で仕事に追われる中、仕事から離れ
て、月一の幹事会に参加し、懐かしい高校時代の話や、先輩後輩の方々の近況を伺うと、純粋に楽しく、ま
た色々気づきがあります。
幹事会以外にも、名門ゴルフ場で開催されるゴルフコンペに参加したり、アットホームなバーベキューに参加
したり、他にはない和気藹々とした雰囲気がとても好きです。
正直、私は高校時代、熱心な水泳部員ではありませんでしたが、現在会社以外の付き合いがどんどん少なく
なる中、このような場は本当に貴重でありがたく感じています。
ぜひ機会があればご参加ください。普段の仕事や生活から離れ、心身ともにリフレッシュできるかと思いま
す。

湘泳会まつりへのおさそい

湘泳会 幹事 57回 土方やよい

はじめまして。土方と申します。昨年末から幹事会に加わらせていただきました。よろしくお願いいたします。
皆さま、「湘泳会まつり」参加されたことがありますか？
何年も泳いでないしな～と気おくれしてはいませんか？（昨年までの私がそうでした）
安心してください。湘泳会まつりは「お祭り」なのです。
水着を持って来なくても良いんです。
校舎屋上からの絶景を眺めにくるだけでも良いんです。
藤沢にいながらハワイアンだって楽しめちゃうんです。
毎年のようにいらして下さっている方々にはさらに喜んでいただけるように、初めていらっしゃる方には気楽
に楽しんでいただけるようにと、たくさんの企画をご用意しています。
景品や記念品もすごいです。
そして何より…世代を超えた仲間の笑顔がみなさまをお待ちしています。
8月19日（土）は是非！湘泳会まつりにいらしてください。

年会費のお振込みをお願いします
湘泳会は、皆様の会費により運営されております。継続的な運営のためには、皆様のご支援が不可欠です。
湘泳会の継続的な発展のために、会費のお振り込みをよろしくお願いします。

湘泳会年会費
社会人：４，０００円 学生：２，０００円 ６０歳以上：免除
お支払方法：同封の郵便振替用紙にて、お振込みください。湘泳会祭にご参加される方は、当日持参い
ただきましても結構です。
銀行ATMやコンビニエンスストアーからの振込みの場合は、下記口座宛に、卒業回数をお振込名義人
欄のお名前の前に記載してお振込ください。
横浜銀行 海老名支店 普通 1766540 口座名義 湘泳会 会計責任者 遠藤 洋子

会費免除の60歳以上の会員の方々へ
多くの先輩からご寄付のお申し出がありましたので、郵便振替用紙を同封いたしました。
ご寄付を頂戴できる場合は、同封の振替用紙の通信欄に『寄付』と記載の上、お振込みいただけますと
事務処理上、非常に助かります。

