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第８８回  湘泳会祭 

２０１９年８月１７日（土） 開催 

 

 

ご挨拶  プールサイドはお祭り騒ぎ！ 

湘泳会 会長  松村 亙（52 回） 

 

今年の冬の東京には、雪も降らず、例年よりサクラの開花は早まり、5 月には猛暑日が発生するなど異常気象が続きます。 

皆さまは如何お過ごしでしたでしょうか？カッパ集団にとっては、夏の日差しのようなきらめきが続くことは、楽しいのですが、 

やはり地球が悲鳴を上げているのかもしれません。 

そんなことを思いつつ今年も「湘泳会祭」のご案内の時期となりました。私事ではありますが、昨年 60 歳になり、会費免除の 

優待世代の仲間入りをし、「海月会」にはメンバーとして初参加させていただきました。今年の「海月会」には、22 回関野先輩を 

筆頭に 20 名の参加をいただき大いに盛り上がりました。「湘泳会祭」は、現役から大先輩までが集う湘泳会の 大かつ大切な 

イベントです。昨年は、周年の記念大会を除けば過去 高の７７名の皆さまにご参加いただきました。 

今年の「湘泳会祭」は、39 回桑原先輩がアメリカより一次帰国され、38 回井上先輩、40 回小松先輩とバンド演奏を披露して 

くださいます。また、57 回金谷君を中心とした幹事メンバーが、流しソーメンに挑戦します。さらに井上先輩のご尽力により、 

参加者全員プレゼントとして、湘泳会オリジナルポロシャツもご用意しています。もちろん例年通り懇親会では、豪華賞品付き 

ジャンケン大会や大抽選会もご用意しております。同伴のご家族は、懇親会費無料で参加いただけます。是非、奥様やお子様、 

もちろん同期の方々をお誘いあわせの上、ご参加ください。幹事一同、お待ちしております。 

2021 年には、湘南高校創立 100 周年、湘泳会 90 周年を迎えます。今年の総会では、90 周年記念企画なども発表し、 

諸先輩方が紡いできた湘泳会の絆を未来に引き継ぐべく、活動を継続していきたいと思っております。引き続きご支援をよろしく 

お願いいたします。 

 

年に一度は、母校のプールに集おう！を合言葉に、湘泳会を益々盛り上げていきましょう！！ 

 

 

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。 

 

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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2018/2019 活動報告 

① 幹事会 

今年も 6 回開催。82 回 加藤壮太君、84 回 久保田知君、89 回 宮野雅樹君、90 回 村上駿君、90 回 堀江空太君 

が新たに幹事に加わりました。 

 

② 海月会 

「海月会 2019」は、４月 13 日(土)に新橋のライオンにて開催しました。22 回関野先輩から 52 回伊藤君、渡辺君、そして松村 

まで、担当幹事を含めて 22 名での開催でした。女性は、小松先輩の奥様が参加くださいましたが、会員の参加はありません 

でした。女性会員の皆さまも参加いただけるような会として工夫していきたいと思います。 

 

 

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。今期は 

延べ 771 名が参加しました。現役にとっては冬場の貴重な練習場として、OBOG にとっては現役との交流の場として楽しん 

でいます。 

 

 

④ 湘南湘泳会マスターズチーム 

チームメンバー全員がサポートしあいながら、運営を継続しています。多くのメンバーが各大会でメダルを獲得。リレーを組め 

ば確実に入賞できるチーム力を持っています。高校３年間で鍛えた力は、今も健在なようです。久々に競泳に挑戦した 

メンバーも成績に関わらず次回大会に参加するなど、一度ついてしまった炎は燃え続けるようです。大会後の懇親会では、 

他のマスターズチーム所属の会員も合流し、楽しいひとときを過ごしています。是非、挑戦してみませんか！参加希望の方 

は、shoeikai_kanren@freeml.com までご連絡ください。 
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⑤ 湘泳会ゴルフコンペ 

ゴルフコンペも今年 5 月に第 5 回を迎えました。22 回関野先輩、40 回足立先輩のご支援を得て、「湘南カントリークラブ」で 

開催しています。若手の参加も大歓迎です。ぜひ皆様の参加をお待ちしております。希望者は、53 回山内君までご連絡くだ 

さい。 

 

 

⑥ 現役支援 

今年は、現役生の希望により、テントとプルブイを寄贈しました。諸先輩から頂戴したカンパをデッキブラシ基金に組み入れ、 

毎年寄贈しています。湘泳会の絆は現役にも引き継がれています。引き続きの応援の程、よろしくお願いいたします。 

 
 

 

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 59 回 小川智 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 82 回 加藤壮太 

84 回 久保田知 89 回 宮野雅樹 90 回 村上駿 90 回 堀江空太 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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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。 

 

湘泳会の会費について考える    元会長  38 回 井上振華 

私が 2 年生でマネジャーになった時に、コースロープの補充と水の入れ替え費用が無く、9 月に恒例の浦高戦、三高対抗、 

六校対抗が開催出来ない状態となったのです。宮崎主将の許可を得て、急遽夏休みを返上して先輩方を訪ねて、寄付して 

戴きました。木造家屋の部室の天井にエロ本、上州屋のラーメンどんぶりと共に放置されていた、住所録を拾い出す事から始め 

ました。湘泳会という名称も無いただの住所録でした。 

地図と電車経路とを頼りに、アポ無しで、直接伺ったのです。田舎の高校生が暑い夏に汗を掻きかき、慣れない電車に 

乗って、都会を歩き回る事を想像して見て下さい。伺った先輩方からの反応は、必ずしも協力的とは言えない事もありましたが、 

朴訥な現況の説明に、ホウ～ウ？！と納得して戴きました。 

結果、347,000 円が集まりました。必要な物を買い揃えて、尚且つ、プール掃除後のラーメンや、練習後の腹を満たす、 

タンメン代まで賄う事が出来ました。又、初めてのユニホームも作る事が出来ました。 

従来の中距離練習から、インターバルに変えたら、全員のタイムが飛躍的に伸びました。1 年の時には出ると負けだった 

湘南が、3 年の時には全対抗試合に勝利し、浦高戦で、水泳には珍しいダブルスコアを記録して、先輩方に恩返しをする事が 

出来ました。全てが上手く回って行くようになりました。 

卒業後は、殆ど湘南に来る事は有りませんでしたが、ある時、吉岡、小泉両先輩からお声が掛かり、60 周年記念事業を副会 

長としてお手伝いをしました。その際に、湘泳会を秩序だった組織にして、活動しようという事になり、毎年の会費を募る事も決 

まりました。吉岡先輩のお陰で、一言を入れた名簿が完成しました。これは後の CD『湘泳会だより』に引き継がれています。 

会長を引き継いだ小泉先輩が、突然亡くなられてしまい、後を任された私が一番考えた事は、会費を使ってどうしようか？ 

という事でした。 

先ず、『湘泳会』を『湘泳会祭り』にして、ポリシーを、『楽しい先輩後輩ごっこ』にしたのです。『これで良いのか？もっと何か 

出来ないか？』を基本に戴いた会費を使って、精いっぱいのおもてなしを始めました。泳ぐだけなら、味気ない会になってしまい 

ます。来るのが楽しい、家族も連れて来て楽しみたい、そんな会が理想でした。企画に会費をどう使うかが、主催者、即ち会長 

の腕の見せ所です。『どこかのレストランで食事・呑み会』だけでは何も魅力が有りません。『どうすれば？』『何をしようか？』を考 

えに考えて、『湘泳会祭りのお誘い』書きました。毎年、読むのが楽しみだと言われた時には、『見てる人は見ているんだア』と 

感激した事を覚えています。 

近年、何の企画も無い為に、繰越金が増えています。貯めてどうするんだ？と聞くと、『何かあった時の為に』と耳を疑う答え 

が返って来ました。副会長、会長を含めて 20 年近く、お手伝いをして来て、何かあった事など有りません。イベントの企画等が 

発案されない為に、無駄に溜まっているのです。会費は、その会員が楽しむ為に集めているのですから、しかるべく使う事が 

会長の使命です。企業においても、意味の無い内部留保の積み立ては、その資金を使う企画力が無い事の証拠で経営者は 

無能だと、株主から非難される勘定科目です。積極性の無い経営は破綻します。 

今期で、現会長任期が切れます。湘泳会がそのような轍を踏まない事を、次期会長にお願いしたいものです。 

 

 

会長立候補にあたり    52 回 松村亙 

就任から 10 年を超え、もう 1 期立候補させていただくにあたり、一言、お伝えさせていただきます。 

井上顧問からは“企画力は会長職の MUST。積極性の無さと企画能力不足を今更とやかく言っても、始まらない事は自覚して 

いるようですから、今期を 後に引退して下さい”との勧告を受けております。この間、幹事各位の力を借りて諸先輩の方々が引 

き継いでこられた湘泳会の“絆”を絶やさぬよう努力してまいりました。 

決して会長職にしがみついているわけではありません。井上先輩をはじめ諸先輩が作り上げ、継続してきた湘泳会を今後、 

若手会員も含め良い形で引き継ぐことのみを願っています。 

今後は、ひとりの力で会の運営を引っ張っていくことは厳しいと思っています。60 歳をすぎても働かないと生活ができない環境 

を踏まえると、新たな運営体制を模索する必要があると考えます。現幹事でも出張や休日出勤などもあり、家族との時間に加え、 

幹事としての時間のやりくりに苦労しています。また、親の介護などで思うように時間が取れないメンバーもいます。そんな状況 

下でも、湘泳会の“絆”を大切に思い、協力しあいながら運営しているのが実態です。 

次の 2 年間で自分以降のメンバーが、運営しやすい形態を模索したいと思います。マスターズチームでは、参加者がそれぞ 

れの都合を調整しながらの共同運営体制を確立してきました。幹事会でも可能だと思っています。湘泳会を継続させたいとの思 

いは、幹事、会員、みな一緒かと思います。現実を踏まえつつ、継続可能な体制作りなどを模索としたいと思います。 

是非、あと 2 年、松村にお時間をいただけないでしょうか？よろしくお願いします。 
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「今年こそ、今年こそ...」    82 回 加藤壮太 

皆さんこんにちは、今年から幹事、マスターズに参加した 82 回の加藤です。 

先輩方に怒られてしまうかもしれませんが、現役の時はそこまで本気で泳いでたというよりは、皆で居るのがとにか

く楽しくて毎日部活に行ってました。 

卒業後は、たまに湘泳会祭りに参加しては、「今年こそは水泳再開する！」と思っては結局やらず、「今年こそ、今

年こそ...」を繰り返し、30 歳になった今年、ついにマスターズに初参加しました。 

84 回の久保田くんと一緒に相模原グリーンプールに行くと、「もう一生戻れないはず」だった高校時代の「アリーナ

で仲間を応援する懐かしい気持ちや、スタート台の緊張やワクワクする気持ち」が甦ってきました。そんな体験を一人

でも多くの仲間達と共有出来たら素敵だなと思い、楽しさ重視でこれからも長く、楽しくやって行けたらと思ってます。 

これまた先輩方に怒られてしまうかもしれませんが、現役当時からそんなに速くなかったですし、卒業後も全然泳

いでなかった私でもマスターズ本当に楽しめたので、まずは気軽な気持ちで始めてみて下さい。幹事もマスターズも

皆さまの参加を心からお待ちしてます。 

20 代、30 代の若い力で湘泳会を盛り上げて行きましょう！まずは、今年の湘泳会祭りで、湘南のプールで泳ぎま

せんか？泳ぐのはちょっと...という方もぜひ湘泳会祭りへいらしてください。 

 

 

おかえりなさい！    87 回 猪野裕子 

昨年の総会で拙いながら初めて会計報告をさせていただきました、会計担当の猪野と申します。幹事になってか

ら湘泳会ワールドにずぶずぶ嵌まり込み、今年はとうとうマスターズデビューしました。 

さて、折角この場をいただいたので、湘泳会に飛び込んだ私の感動を少しお伝えします。ずばり、｢湘泳会の人の

縁はすごい｣。連絡先も知らなかった後輩と奇跡の再会が果たせます。第 2 のお父さん、お母さんができます。世間

は狭い、をこれでもかとばかりに体感します。そしてそれらが不思議と心地良いです。 

総会に毎年いらしている方も、少し足を伸ばして年の離れた方と交流してみたら素敵な出会いがあるかもしれませ

ん。これだけの宝の山を｢昔水泳部だっただけ｣で片付けてしまうのは勿体無いと思うんです。泳がなくても、幹事に

ならなくても大丈夫。まずは総会の常連になってみませんか。イベント自体も目前の 90 周年に向けてパワーアップし

ています。ぜひ同年代でお誘いあわせの上、お越しください。 

いらっしゃいませ、とは言いません。おかえりなさい、湘南水泳部へ！ 
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湘泳会祭＆懇親会！！ 
今年はイベントが満載です。 

プールでは、バンド演奏あり、流しソーメンあり、フルーツカフェあり！ 

参加者全員にオリジナルポロシャツ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。 

懇親会は、大プレゼント大会です。 

 
 

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   バンド＆フラダンス、プールサイドがビーチに変身！？ 

● プール遊泳 

例年通り、湘南プールを開放します。現役 vs.OBOG ガチンコチーム対決リレー、恒例のバッジテストに、参加賞付き全員 

リレーきらめくプールの水面を思いっきり楽しんでください。 

● フルーツカフェ「ほのぼのサロン」開設 

お馴染みになりましたフルーツカフェ！ちょっと一息つけるおもてなしで皆さまをお迎えします。飲み放題、食べ放題です。 

● 桑原・小松＆井上バンド＆フラダンス 

39 回桑原先輩のお声がけで“湘泳会バンド”が生演奏をお届けします。ハワイアンサウンドに合わせたフラダンスもお楽しみ 

いただけます。10:00 開演ですので、今年は最初からご参加ください。 

● なぜか流しソーメンに挑戦 

流しソーメンを体験したことはありますか？そんな声からプールサイドで流しソーメンに挑戦します。青竹を切り出し準備万端 

です。果たして上手く流せるか？乞うご期待です。 

● 学内ツアー＆歴史資料館開放 

大好評の学内ツアーも実施します。参加者の増加で担当幹事はテンヤワンヤです。スムースな運営のために、今年は受付 

時に参加希望をお伝えください。歴史資料館は、まもなく 10 年を迎えます。毎年湘友会のご協力を得て、特別に時間を 

早めて開館していただいています。是非、この機会にご観覧ください。 

 

第一部 湘南プールでの遊泳  ９：３０～１２：４０ 

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 

バンド演奏 

水着をお忘れなく。バンド演奏＆フラダンスは、10:00 開演です。 

12:10～12:40 学内ツアー 参加者は、少し早めに更衣を済ませて受付前にお集りください。 

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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冊子テンプレート 

A4 1P（210mm × 297mm ) 
 

 

 

Let’s make it through the water    39 回生 桑原俊彦 

39 回生の桑原です。 大変ご無沙汰致しております。 

今からおよそ 14 年ほど前、自分が丁度 60 歳になろうとしている頃、多くの同世代の皆さんがサラリーマンなら定年

を迎え退職して行かれる時期でした、我が母校 湘南高校のモットーである文武両道と言う言葉に従うならば自分な

りにはそれぞれの分野で精一杯やってきたと自負しておりました。しかしここに来て何か大きく欠けているものがある

のではと言う思いが頭から離れませんでした。 そしてその遣り残していた事がようやく分かり、今は遅ればせながら

追いかけて来ているのが（ハワイアンと言うマイナーな領域の）音楽というまだまだ先の見えない道であります。 

そして音楽も一つの芸術と考えるなら、本来ならこれも加え文武芸三道と言うべきではないだろうか。 

さて、当方その茨の道に足を踏み入れて早 14 年と言う月日が経ってしまいました。 継続は力なりと言われるよう

に、10 年も過ぎるとへたくそなりに自然に地元でその関係の友人も出来、一緒に遊んでくれる仲間が増えてまいりま

した。 

3 年前に帰国した時に集まっていただいた、同期と 1、2 年前後の会員の皆さんとの会食の席で偶然お互いの趣

味の話が出て、帰米してから思考錯誤を繰り返してようやくインターネットを介してのリアルタイムでの合奏のシステム

を構築。今は週に一度のジャムセッションも楽しい時間の過ごし方に加わっております。技術の進歩とはすばらしもの

です。以前であればとうてい不可能であったことが可能となり遊び方が大きく広がりました。そのうち、家のじゅうたん

の上でも泳ぐことが出来るようになるかも知れませんね。 

今回はそんな音楽仲間の一人でこの道ではすでにセミプロのレベルである 40 回生の小松君と日頃のネットを通し

ての練習の成果を、また今回は 38 回生前会長である井上先輩にも参加していただき、まだまだ道半ばではあります

が湘泳会祭で披露させて頂く事になりました。 このような機会を与えて頂きサポートして下さる会長及び幹事の方々

にお礼申し上げたいと存じます。是非多くの会員及びご家族の皆様に参加していただき、まだまだ未熟ではあります

が、我々の歌、演奏等をお聴きいただければ大変甚大に存じます。 

 

 

湘泳会ロゴポロシャツの復活    38 回生 井上振華 

もう 20 年前になりますでしょうか、連帯感と言うか、寄って立つ処と言うか、そういったものを作りたいと感じて、カジ

キとエンブレム、二つのロゴをデザインしました。カジキのマークはキャップの前立てにし、3 千円で売り出し、それぞ

れ、白と紺の 2 色のロゴを手持ちのＴシャツやポロシャツにアイロンプリント出来るように加工・製作して、湘泳会だより

と共に、配布しました。 

そんな事はとうの昔の事とて忘れていましたが、妻と藤沢に買い物に行った際に、湘南生が陸上部とイニシャルの

入ったシャツを着ているのを見て、とても清々しく思えて、復活を思いつきました。 

会場にて、手渡し致しますので、ぜひお越し下さい。 
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A4 1P（210mm × 297mm ) 
 

 

第二部  総会＆懇親会   目標動員 80 名！多くの方々と楽しいひとときを！ 

同期の方々、ご家族をお誘いあわせの上、プレゼントをゲットしてください。 

● 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。今年は役員改選があります。 

● 懇親会 

今年は藤沢駅南口のレストラン「フジサワテーブル」での開催です。 

● ジャンケン大会＆プレゼント抽選会 

今年もプレゼント満載でお届けします。幹事が厳選したプレゼントや有志がご提供くださるプレゼントなど盛りだくさんです。 

実は、幹事一同、オリンピックチケットの抽選に申し込んでいます。当選結果は、当日発表します。お楽しみに！ 

 

第二部 総会＆懇親会 １３：００～１６：００  

会場 

ビーチタウンらしいカジュアルなレストラン 

フジサワテーブル 

藤沢市鵠沼花沢町1-58  8 hotel 藤沢2F 

0466-25-0083 

藤沢駅南口 徒歩 2 分 

8 hotel 隣接 2 階 

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 お楽しみプレゼント大会の幕開けです。  

● 今回のプレゼントは！！  (以下は候補です。当日変更になる場合もあります) 

▼コードレススチーマー ▼フィットビット ▼ネックスピーカー ▼フルーツ定期便 ▼特別企画 

   
  

 

《湘泳会女子会開催のお知らせ》 

女性会員のみなさま、このたび湘泳会初の女子会を企画いたしました。我らが先輩、沢木順(39 回)さんが湘友会藤

沢支部主催の“夏のつどい”にゲストとしてディナーショーを披露されます。そこで記念すべき第一回目を開催すること

としました。素敵な歌声と共に懐かしい皆さんと優雅なひとときをご一緒しませんか？同期、先輩、後輩お誘いあわせの

上是非ご参加ください。 

 

日時 ： 8 月 31 日 (土)  17:00～20:00 

会場 ： 湘南クリスタルホテル 

会費 ： 3,000 円  （6,000 円のところ半額は湘泳会より負担させていただきます） 

参加ご希望の方は、松村までメールでお申し込みください。  matsumura@oikos.co.jp 

 

＜沢木順プロフィール＞(wikipedia より) 

湘南高校を経て早稲田大学文学部演劇科に入学。在学中に東宝のオーディションに合格、主役を務めた 

「ファンタスティックス」を始め、数々の東宝ミュージカルに出演、また東宝では劇作家、菊田一夫に学んだ。 

1975 年、33 歳の時に浅利慶太に誘われて劇団四季へ移籍。以後、『ジーザス・クライスト＝スーパースター』 

『コーラスライン』『キャッツ』『オペラ座の怪人』で主役を務め、退団後はフリー。現在も現役で活躍中！ 

＜Program＞ 

オペラ座の怪人 ポイント オブ ノーリターン オール アイ アスク オブ ユー(オペラ座の怪人より) 

見果てぬ夢(ラマンチャの男より) 君住む街角 (マイ フェア レディより) 他 
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