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第８７回  湘泳会祭 

2018年 8月 18日（土） 開催 

 

ご挨拶  湘泳会のさらなる発展に向けて… 
湘泳会 会長  松村 亙（52回） 

 

昨年は不作だった実家の庭の梅の木に、今年は多くの実がなり、梅干しつくりのための収穫作業として頻繁に実家を

訪れています。皆様は如何お過ごしでしょうか？ 

今年も「湘泳会祭」のご案内の時期となりました。 

 

私事でありますが、自分も今年 60 歳になります。諸先輩へのご案内に記載するのは少々気恥しいのですが、60 歳を

目の前にし、少々気持ちの変化が生まれつつあるように感じております。 

2008 年から会長職を拝命し 10 年を迎えました。「水泳」と「湘南」のふたつのキーワードを軸に、「湘泳会」の絆を紡い

できました。 

就任当初の課題であった“若手会員との絆つくり”に関しては、「水泳」を軸にマスターズチーム発足や冬季早朝練習

会の実施などを通し、多くの若手幹事の参加も得て、一定の成果を上げつつあります。 

が、一方、“大先輩への配慮が足らない”とお叱りを受けることもありました。 

80周年記念事業を契機に 60歳以上の会員の方々を対象とした「海月会」を恒例化し、毎年 4月第 2土曜日に開催、

今年で 4回目を迎えました。毎回 20名程度の大先輩に参加いただいております。 

「海月会」恒例化に際しては、幹事会にて“湘泳会祭への参加が減るのでは”との心配の声もありましたが、ここ数年の

「湘泳会祭」の参加者数は増加しており、昨年は、OBOG、現役、ご家族を含め 69 名と過去最多のご参加をいただきま

した。尚、今年の会場は収容人数優先で選定させていただいております。 

現在の「湘泳会」の主な活動は、8 月の「湘泳会祭」を中心に、4 月の「海月会」、年 2 回開催を目標とした「湘泳会ゴ

ルフコンペ(春・秋)」、「湘南湘泳会マスターズチーム」によるマスターズ水泳大会への参戦、OBOG・現役合同での「早

朝練習会」と藤沢市市民水泳大会への参戦です。 

今後は、今一度「湘泳会」の現状を見つめなおし、OG を中心とした「湘泳会女子会」の開催、20 代・30 代を中心とし

た「湘泳会若手会」の検討、大先輩の社会人としての経験値を若手会員へ引継ぐ機会の創造、などを進めていきたい

と思っております。 

毎回メッセージさせていただいていますが、10 代の現役から 70 代、80 代以上の大先輩と世代で言えば 3 世代、4 世

代が一堂に集う「湘泳会」を、縦と横で結びつける、そんな活動ができればと思っております。 

今後も「湘泳会」の活動をご支援くださいますよう、お願いいたします。 

 

夏の太陽が燦燦と降り注ぐ母校のプールでお会いできることを楽しみにしております！ 
 

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いたします。 

尚、銀行口座が変更になっております。ご確認願います。 

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 湘南台支店 普通 6152387  口座名義：湘泳会 

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。 
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2017/2018 活動報告 

① 幹事会 
今年は 6回開催。57回島田さん、58回粟根さん、92回大井君があらたに幹事に加わりました。 

② 海月会 
海月会 2018は、4月 14日(土)に藤沢の甚伍郎（地魚・海鮮・すしダイニング）にて開催しました。20回瀬戸先輩から

51回木村先輩まで、担当幹事を含めて 22名での開催でした。瀬戸先輩からとても貴重なお話をお伺いすることが

できました。 

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。恒

例となっておる練習後のロイホブレックファーストには、時に 31回筧先輩も参加され楽しいひと時となっております。 

④ 湘南湘泳会マスターズチーム 
60回小塚キャプテンが仕事で忙しくなり、メンバーに呼びかけ、メンバーが協力しあいながら活動しています。現在

19名がメンバー登録しています。岩手イーハトーブマスターズには、56回樋口君、工藤君が参戦。熱海マスターズ

には、例年のメンバーに加え、37回宮崎先輩も参戦。宿泊付きでちょっとした旅行を兼ねて参加されています。5/3

のマスターズ短水路大会には他チームの湘泳会メンバーを含め 16名が参戦。大会後は、恒例の焼肉＆飲み放題

の打ち上げを楽しみました。  

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> 

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 12月 15日、第 3回湘泳会ゴルフコンペを「湘南カントリークラブ」で開催しました。参加者は 7名、優勝はハン

デに恵まれた 53回山内君が二連覇を果たしました。湘南カントリーは名門として名が通っており、ハードルが高いと

思われがちですが、このコンペは非常にフレンドリーで、楽しく参加でき、何よりコスパがいいので（2万円で昼食、宴

会飲み放題！）、ぜひ皆様の参加をお待ちしております。 

⑥ 現役支援 
今年は、現役生の希望により、ストップウォッチ 2個、フィン７枚を寄贈しました。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。応援の程、よろしくお願いいたします。 

 
⑦その他 
＜訃報＞ 13回 江橋慎四郎 先輩、18回 下元源之助 先輩、30回 一花敏 先輩がご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 

現幹事の御紹介 
会長 52回 松村亙 matsumura@oikos.co.jp 会計 87回 猪野裕子 

副会長 54回 吉野良成 56回 今村もえこ 会計監査 51回 吉田健一 53回 山内茂人 

幹事 39回 入江泰彦 55回 樋口猛 56回 遠藤洋子 57回 金谷真朗 57回 遠藤健 

57回 土方やよい 57回 島田佳子 58回 粟根みなみ 60回 田端祐二 60回 小塚隆司 

68回 小川純里 72回 榊原弘之 72回 中山哲司 73回 鶴田桃子 73回 甲賀健史 

79回 服部美奈 80回 今泉遼太 80回 山本修平 91回 黒嵜哲平 91回 荻野匠 

92回 大井智仁     

顧問 38回 井上振華 湘泳会 HP http://www.shoueikai.com 

facebook https://www.facebook.com/groups/152994054793492/ 

facebookは、非公開グループですので、参加を希望される方は最寄りの幹事までご一報願います。 
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湘泳会祭 懇親会！！ 
今年のテーマは、「祭りだ！わっしょい！」 

今年もプールでお祭り騒ぎです。 

参加者全員にオリジナル豆絞りをプレゼントします。 

恒例となった学内ツアーもやります。もちろん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、果物、お飲み物をご用意します。 

今年は、荻野幹事のマッサージコーナーを開設します。 

懇親会は、プレゼント祭りです。 

お掃除ロボット、ネックスピーカー、恒例のディズニーランドチケットも！ 

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 

青い空、きらめく水面！現役時代に戻ってみませんか？！ 
●プール遊泳 
例年通り、湘南プールを開放します。思わず熱くなる「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」に、参加賞付き全員リレー、今年も盛りだくさんです。 

●フルーツカフェ「ほのぼのサロン」開設 
パイナップルやブルーベリー、オレンジなど手軽に食べられる果物をご用意。意外に人気なのが味噌キュウリ。お飲

み物と一緒にお楽しみください。 

●特設マッサージコーナー 
91回荻野幹事が、アルバイトで鍛えたマッサージの腕を披露します。若手が先輩のために癒しのコーナーを開設し

ます。 

●学内ツアー＆歴史資料館開放 
昨年 25名の参加があった学内ツアーを今年も実施します。所要時間は約 30分。昨年は入ることができなかったエ

リアに入れるよう学校と調整中です。歴史資料館は、定刻よりも早く開館いただきます。今一度母校の歴史を見直し

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 清明会館前へお越しください。 

10:00～12:00 プール遊泳 
水着をお忘れなく。プールサイドでほのぼのサロン、マッサージコーナー

がお楽しみいただけます。 

12:00～12:30 学内ツアー 校舎内を巡るツアーです。ひょっとすると屋上からの展望も楽しめるかも。 

常時 歴史資料館ツアー 常時開場していただいています。 
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第二部  総会＆懇親会 

目標動員 80名！多くの方々と“祭りだ！わっしょい！”です。 

同期の方々をお誘いあわせの上、ご参加ください。 
●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おります。 

●懇親会 
スペースにゆとりを設け、交流しやすいお店を選びました。幹事一同でおもてなしします。懐かしい面々と楽しいひと

時をお過ごしください。現役へのアドバイスなどもお願いいたします。 

●ジャンケン大会＆プレゼント抽選会 
大好評！プレゼント争奪ジャンケン大会とプレゼント抽選会を実施します。プレゼントは全部で 8賞品。当選確率

10％です。是非、お土産を Get してください。 

 

第二部 総会＆懇親会 １３：００～１６：００ 

13:00 受付開始 
店舗入口にて幹事がお待ち

しております。 

13:30 総会 
2017/2018年度活動報告及

び決算報告を行います。 

13:45 懇親会 
わいわいガヤガヤ、楽しみま

しょう！ 

 

会場 

三代目鳥メロ 藤沢南口店 

藤沢市南藤沢 22-1 神中第 2ビル B1F 

050-5226-7250 

藤沢駅南口から徒歩約 1分 

横浜銀行藤沢中央支店のビルの地下 
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やはり水泳は楽しいですね     湘泳会 幹事  91回 荻野匠 

 

みなさまはじめまして。一昨年の夏の総会のときに声をかけていただき、幹事になりました荻野です。 

まだまだ若造で、仕事らしい仕事はあまりできていませんが、先輩方の姿を見て幹事勉強中でございます。 

幹事会に私が参加したときは、私のひとつ上の先輩は一回り上の方でしたが、昨年 87 回生の先輩が新幹事になり

若手が増えました。幹事会、マスターズともに若手の参加が増えており、とても嬉しいです。 

私はというと、卒業以来水泳から離れていましたが、今年の藤沢市民大会をきっかけに趣味としてゆるりと泳ぎ始め

ました。やはり水泳は楽しいですね。 

若手会員のみなさま、学業にサークル活動に恋愛に就活に忙しい毎日かと思われますが、ぜひとも総会にご参加く

ださい。湘泳会は現役のときとはまた違った水泳部の魅力があります。同期のメンバーだけでなく、あの先輩方や後

輩たちと高校時代のあれこれについて話しませんか。 

 

類い稀なひとときを、仲間と共にすごしませんか  湘泳会 幹事  57回 島田佳子 

 

少し前、同期会での出来事です。金谷くんが「知っている？水泳部ってさ、男女一緒に活動する『類い稀な運動部』

なんだぜ。野球やラグビーは男子だけ。バレーやバスケは別活動でしょ」といいます。同期一同「へぇ〜」 

昨夏の湘泳会をふり返ると、年齢も性別も多彩な顔触れが、一堂からはみ出しそうになるほどの盛会でした。私は何

年も欠席続きで、ドギマギしていたはずが、気づけばおしゃべりに夢中。しかも皆、なんだか元気になっている。「類

い稀とは、こういうことか」と思いました。 

そんな私が不束ながら「幹事はじめました」。ただ今、まつりの準備中です。イチオシ企画は、豪華景品揃いのジャン

ケン大会と抽選会。例年、ご家族・お子さま連れのご参加もあります。もしも、配慮すべきこと等あれば、出欠返信に

お書き添えください。 

もうすぐ湘泳会まつり。「類い稀なひととき」を、仲間と共にすごしませんか。ご参加お待ちしております。 

 

一緒に泳ぎましょう！      湘泳会 幹事  55回 樋口猛 

 
マスターズチームではいろいろな試合に出ていますが、主な試合をご紹介します。 

◆春の短水路マスターズ大会 

4月から 6月初めまで、各地で短水路マスターズ大会が開催されます。主なところでは、 

・深谷大会。 

短水路マスターズで最初の試合です。ここで初めて昨年のランキングが掲載された冊子が買えます。また会場外

の売店で深谷ネギが買えます。また、桜のきれいな公園の中に会場があり、毎年サクラの時期の開催です。 

・相模原大会 

短水路マスターズの湘泳会のメイン大会です。大会後には相模原駅近くの焼肉屋での打ち上げがあります。 

この大会に限らず、相模原グリーンプールでのマスターズの試合の後は多くの場合、焼肉宴会付です。 

・熱海大会 

温泉旅行のついでに試合、というノリが楽しい大会。メンバーがそろえば温泉旅行で船盛り宴会です。 

会場はジャグジー使い放題、露天風呂入り放題、プール前の芝生で日焼け放題、アッププールが流れるプール

という楽しい大会。 

◆ジャパンマスターズ 

マスターズ国内最大の大会。海の日の連休の時期の開催です。10年連続出場、20回出場は表彰してくれます。 

私は去年 20回表彰を受けました。今年は名古屋開催。 

◆世界マスターズ 

2年に 1度の世界のマスターズの祭典。国際大会なのにエントリーすれば出られるというご機嫌な大会。 

来年は韓国・光州、2021年は日本・福岡開催です。福岡ではぜひ湘泳会でリレーを組みたいと思っています。 

 


