2018年（平成30年）9月14日

第46号

親子３人
学院育ち

佐藤

雄太さん（33歳） 小・中・高51期
奈緒子さん（33歳） 高51期

かんなさん（７歳） 小学１年生
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部活のOBとして今も交流。

級友は、当時にもどる大切な存在。
お友達と秘密基地ごっこが大好き。

学院の創造力

活躍するクリエイター

20代 兼田いぶきさん
高59期（25歳） 女優
学院では学校生活を楽しみながら、
同時に芸能の活動をしていました。
高校一年生の冬に芸能事務所に所属
して芸能活動をスタートさせ、授業の
合間を縫って舞台に出演しました。
テスト期間と舞台の本番が近くて当時はとても焦りまし
たが、周りの友達がノートを見せてくれたり、職員室に行
けば先生たちがすぐにわからない問題の解説をしてくれた
ので乗り切ることができました。"自分を支えてくれる存在

30代 若林雄介さん
中・高44期（39歳） 映画プロデューサー
私は中学・高校一貫クラスコース
で部活は６年間剣道部でした。
中学時代は、聖歌隊、生徒会会長、
なぜか一時的な相撲部と今振り返る
と学校の活動をマジメにやっていた
なと勝手に思っております。
高校時代の思い出は文化祭で焼き鳥屋をやった際に学校
中の銀杏をみんなで拾い何故か三笠公園の海水で洗った事
です。
中学時代から“プロレス”が大好きでプロレスラーも目指
しましたが、両親からやりたい事に対し初めて反対された事
と自分自身で１番好きなものを仕事にするのは如何なもんだ

40代 加藤愛子（藤三智愛）さん
小・中・高39期（44歳） 日本舞踊 藤流 家元
小学生のころから、伸び伸びと学校生活を楽しんでいた
印象があります。バスケットに熱中したり、茶道を習って
いました。６年間お稽古を続けた甲斐あって、表千家の免
許を頂きました。３
歳から日本舞踊の舞
台に立っていたこと
もあり、宗家である
母のお供で中学時代
にフランスのベルサ
イユ祭で日本の古典
芸能「越後獅子」を
披露しました。高校

のありがたみ"を知りました。
そして、お芝居をやっていくうちに「もっと演劇の勉強
がしたい。
」と思い、探して見つけた大学が明治大学の演
劇学専攻でした。当時の自分は明治に行ける学力は無かっ
たのですが、先生が帰りの礼拝の時に「人によって点数が
伸びるタイミングは違うし今やるべき勉強も違うから人と
比べてはいけません。
」といったのがとても心に響いて"結
果を出すために、自分のペースでやる"を徹底したらどんど
ん苦手を潰せて点数が伸びました。
学院生活で得た経験は今でも大切にしています。横須賀
学院で高校生活を送れて本当に良かったです。ありがとう
ございます。

ろうと一瞬悩みまして２番目に好
きな“映画”を仕事にしようと日
本映画学校（現：日本映画大学）
に進学しました。その際には故・
小早川治雄先生に沢山お話を聞い
ていただいた事を今でも鮮明に覚
えております。
映画学校卒業後はフリーランスで制作部（ロケ場所を探
し、お弁当の手配をし、ロケを円滑に進める仕事）になり、
映画に限らずドラマ、ミュージックビデオなど幅広く活動
し現在は株式会社パイプラインに所属しプロデューサーと
して活動しております。若手の頃は何度となく辛く辞めた
いと思ったこともありますが、19年続けてこれました。１
本でも多く、１人でも多くのお客様に喜んでいただける映
画を作り続けられるように日々精進しております。

を卒業して、外国語専門学校で英
語を専攻しました。数年後には、
ニューヨークのカーネギーホール
で「日本の祭典」に出演しました。
東京や大阪、京都の舞踊大会で
の披露のほか横須賀市内の小学校
や高校で小鼓や大鼓、締め太鼓な
どを使い伝統芸能に親しむ音楽授
業をしています。また、市内コミュ
ニティセンター３か所で月数回、３歳から80代の方々を対
象にお稽古をしています。これからも踊る楽しみを伝えた
いと思います。
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９月26日（水）三越劇場九月公演
場所 日本橋三越 ☎046（841）1778

50代 有田ひろみさん
小・中32期（50歳） 墨絵作家
三笠公園の隣、海の広がる景色、今
でも忘れません。学院小中学の思い出
はよく母と笑って話しています。６年
間赤帽子だった水泳、いつもビリの徒
競走、時間内に終らない図画工作、今でも時々食べたいなぁ
と思う食堂の「ホットドッグ大」どんどん出てきます。
昨年の夏のイベント会場での事。
「Ｑちゃん！」と笑っ
て話しかけて下さるご夫妻⁉
よく見ると中学のバレー部の顧問だった哲志先生と郁先
輩でした。私の活動を知って訪ねて下さいました。本当に
嬉しかった。当時のバレー部員は６人、しかもセッター、
運動オンチな私に熱い青春時代を味わせて頂きました。夏
季練習には、高校生の先輩が指導に来て下さり、優しい先
輩に憧れたものです。
ひょんなことに横浜の英会話学校で知り合ったシカゴ出

60代 高田光比古さん
中・高15期（68歳） ドラマー
JR横須賀駅から学院まで６年間歩いて通学しました。バ
スケットシューズを何足履きつぶしたでしょうか？当時バ
ス１カ月の定期代（横須賀駅から大滝町まで）500円、一
年分6,000円を前借してドラムセットを少しずつ揃えてい
きました。鎌倉生まれ鎌倉育ちの私は、物心ついた頃から
太鼓が好きで、太鼓の音が聞こえてくるとワクワクそわそ
わ、楽隊の後をついて迷子になったこともありました。鎌
倉市立第一小学校の時は、鼓笛隊に入れず悔し涙したこと
もありました。そういう訳で学院に入って喜び勇んでブラ
スバンドに入りました。当時には珍しくジャズを演奏する
のでラジオやテレビにも出演、聖歌隊も同時に入っていた
ので忙しい６年間でした。現在、演奏活動、教会の奉仕、

70代 上田幸子さん
小・中・高８期（75歳）
ピアニスト
68年前、横須賀学院開校
の際に小学校２年に転入致
しました。その後中高と過
ごし、高校卒業以来60年近
く過ぎた今も同期の友人達
と連絡を取っています。
３歳から始めたピアノで
上野学園大学を卒業、1967
年３月同専攻科を首席で修
了後、2001年３月まで34年間に亘り同校で教鞭を執りま
した。その傍ら自身の名を冠した大卒門下生のための研究
会「ゆきの華眞珠會」を発足し、
現在まで39回の演奏会「ピ

身のjanice先
生に墨絵を習
う事になり
「ひろみはナ
ンデモデキ
ル！」と言わ
れのびのび自
由に描く事に目覚めました。
2002年より「Ｑ工房」私が墨絵、母がぬいぐるみ、二
人ともなつかしいものが大好きで思うがままに作品を作っ
ています。2014年より思い出の暮らしや風景をテーマに
したカレンダー「なつかしこよみ」も楽しい仕事の１つで
す。全国各地の会場でのお客様とのふれあいがとても楽し
く、イベントに携わって下さる方々の温かいご支援に心か
ら感謝しています。
Ｑ工房ホームページ

http://q-coubou.com

ボランティア等々充実した日々を送らさせて頂いている
のも、この時期があったからだと感謝しています。毎月
第３金曜日に19時30分から
鎌倉のJazz Club「タツネ」
で15年程前からJan＆Work
のセッションリーダーとして
出演しています。
高田光比古カルテット
第４回 Jazz Concert at
Yokohama Union Church
10月７日（日）
14:30開場、15時開演
前売り券4,000円、
当日券4,500円
連絡先☎045（651）5177

アノの集い」を主催しています。また今年32回目の発表会
を開催した音楽教室「ゆきの華こでまり会」を主宰するな
ど幅広く後進の指導にあたっています。オーケストラとの
共演なども経て2006年に指導生活40周年を記念したピア
ノリサイタルを銀座王子ホールで、2016年11月には指導
生活50周年を記念したピアノリサイタルをヤマハホールで
開催致しました。
綺麗な音で豊かな音楽を表現し、かつ怪我なくいつまで
も演奏できることを指導目標に、私自身も生涯現役を目指
しています。
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11月16日（金）にはヤマハ銀座店６階サロンで「ギターとピ
アノの楽しいひととき」を開催予定です。
お問い合わせ：ヤマハ銀座店03-3572-3132

〜楠木祭〜
9月22日（土）

９時〜15時（雨天時は、翌23日）
同窓会室は、本館２階です。
同窓生作品展
はがき絵やちぎり絵、陶芸などを展示します。
喫茶コーナー
先生方や同窓生、ご家族など皆さんで
くつろいでいただけます。
ビンゴ大会
詳細は下記をご覧ください。

毎年、同窓会が主催する大人気のビンゴゲーム。
1枚500円。午前の部、午後の部各100枚を校内で
当日限定販売します。
収益金は、全額母校に寄付しま
す。
午前の部11時30分、午後の
部13時。いずれも会場は、１号
館２階の同窓会室です
1等

ホテルランチ（ペアチケット・10,000円相当）１本
ほか賞品多数をご用意しています。

その枝ラーメン
キリスト教青年会OB会
「その枝会」は、ラーメンの
収益金を夏のワークキャ
ンプや青年会現役の活動
支援に役立てています。
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学院

耳より データ

愛車作品 世界を駆ける
轟友宏さん（作家名） 高40期（44歳）
神戸芸術工科大
学卒業。
自動車を
テーマに筆だけ
で丹念に描かれ
た絵画作品は国
内外で評価され、
伊Museoミ ッ レ
ミリアで東洋人
初の個展を開催したほか、
今春にはイタリア国立
自動車博物館に日本人として初めて作品が収蔵
された。
来年にはMuseoミッレミリアで２度目
の個展を予定している。
ホームページ www.car-art.info

2018年春 大学入試実績 （既卒者を含む）
国公立医学部
（医学科）
に２名が現役合格
横浜市立大学１ 信州大学１
市立大学医学部
（医学科）
に２名が合格

同窓会
ホームページ

帝都大学１ 川崎医科大学１

同窓会のホームページは、
同窓会会報と連動していま
す。恩師近況の続きは、同窓
会ホームページでご覧くだ
さい。今後の予定やお知らせ
も随時更新しますので、とき
で 検索
どきチェックしてください。 「横須賀学院同窓会」

国公立大学に16名が合格
横浜市立大学６ 信州大学１
首都大学東京１ 鹿児島大学１
電気通信大学３ 山梨大学１
県立保健福祉大学３
早慶上理に23名が合格
早稲田大学９ 慶応義塾大学４ 上智大学３

第56回公演
横須賀学院クリスマス音楽会

東京理科大学７
GMARCHに92名が合格
学習院大学４ 明治大学24 青山学院大学24

Messiah 12月18日（火）
会場：よこすか芸術劇場

立教大学12 中央大学15 法政大学13

◎詳細は、学院ホームページでお知らせします。

日東駒専に102名合格

成成明國武に50名合格
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ごあいさつ
第７代

同窓会会長

沼田

芳明

初秋の候となりましたが、同窓

横須賀学院

院長

二瓶 淨幸

1984年４月横須賀学院中高宗教

会の皆様におかれましては、ご健

主任として着任後10年間勤めまし

勝のことと存じます。

た。その間、先輩や同僚の先生方

さて、去る６月17日に開催され

に支えられながら生徒達と共に歩

ました同窓会第14回定時総会において再任されました

んだ経験は、私の原点であり心の故郷です。その後、

ので、宜しくお願い致します。引き続き母校並びに後

長崎の活水中学・高等学校及び活水女子大学で24年間

輩生徒達への支援を更に充実、強化したいと考えてお

教え、この春、懐かしい学院に院長として戻りました。

ります。

児童・生徒が、以前にも増して生き生きと学校生活を

また、2020年には母校の創立70周年記念事業とし

送っている姿に励まされながら、神様から託された大

て、チャペル棟にパイプオルガンの奉献が予定されて

切な使命を感謝しつつ日々歩んでおります。

おりますので、同窓会の皆様のご支援を切にお願い申
し上げます。

人

パイプオルガン
奉献募金のお願い

事

退職の教職員等（2018年３月31日付）

井苅

堯子

院長

落合 英明 先生
（中高・理科）

団塊世代からの伝言

平和・愛 生きる原点
白井隆之さん（中・高13
期）と６人の団塊世代が半
生を振り返りつつ、今熱い
思いを語ります。
燦葉出版社
1,800円（税別）

募金委員会は、学院の創立70
周年記念として、パイプオルガ
ンを奉献するため、目標７千万
円の寄付金を募集しています。
一口１万円から。個人５万円以
上、法人10万円以上は、パイプ
オルガンに設置する銘板にお名
前が掲載されます。同窓会の皆
さまのご協力をお願いいたしま
す。同封の振込用紙をご利用く
ださい。
既にご寄付頂いている方々に
はお礼申し上げます。

和田いづみ 先生
（中高・英語）

山根 愛子 さん
（事務）

同窓生の教職員紹介

大島 英輝 先生

中・高46期（37歳）

着
任：2018年（平成30年）４月
担当科目：国語（高校）

５月25日（金）院長歓送迎会がメルキュールホテル横須賀
で開催されました。
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かがやく学院生

中学
部長：

菊池

美術部
莉那

さん（中学２年）

今年度のしらゆり賞授与
「しらゆり賞」は、顕著な成績をあげたクラブや日
ごろから地道な活動をしながら実績を収めたクラブ等
に贈られます。選考の結果、今年度は、次の団体が選
ばれました。

高校
部長：

大垣

理科学部
安寿

私たち美術部は男女合わせて14名で活動し、コピッ
クというペンなどでイラストを描き、校内に展示して
います。体育祭では、団旗制作に積極的に参加し、本
番当日は炎天下の中、暑さに負けないくらいの見事な
団旗をはためかすことができました。文化祭では、日々
描いているイラストを生かしたプラ版や缶バッジを作
り販売、売上金はユニセフに寄付いたしました。中総
体のシンボルマークも、部員が作成したものが２年連
続で優秀賞に選ばれました。
今後もより気をひきしめて頑張っていきたいと思い
ます。

さん（高校２年）

理科学部では、３年生９人、２年生10人、１年生
10人の計29人で活動しています。主な活動は、文化
祭や学校説明会での理科実験講座の開催、諸学会への
参加や発表です。学会での発表は、年々数を増やし、
２年生だけでなく１年生も積極的に参加しています。
部員全体が協力して準備することで、より良い発表が
できるような実験や考察を繰り返し行うことができ
ます。個人でやることよりもより充実した研究をし
て、今後に生かすことができるような活動を日々行っ
ていきたいと思います。

中学校ICT（情報通信技術）教育

2017年 の 夏 に 中 学 棟 全 教 室 に 電 子 黒 板 を 設 置。
2018年度は、中学１年生から１人１台のタブレット
活用がスタート！授業はもちろん、各種プレゼンの
ツールや課題の配信による家庭学習のサポートなど、
幅広い学習活動を展開しています。
先生の近況は学院同窓会ホームページをご覧ください。

恩師近況

宮内 真理江 先生（67歳）

在職期間：1974年（昭和49年）４月
〜2012年（平成24年）３月
担当科目：保健体育（高校）
クラブ顧問：陸上競技部

第14回 定時総会

６月17日（日）
、学院小チャペルで同窓会
定時総会を開催しました。今後３年間、沼
田会長を始め新体制で臨みます。詳しいこ
とは、同窓会ホームページをご覧ください。
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訃

同窓会ホームページを
ご覧ください
「横須賀学院同窓会」で検索できます。
同窓会IT委員会では、同窓会の行事や懐かしい
学院を写真で紹介しています。ぜひご覧ください。

永眠者のご報告
神のみもとでのご平安をお祈りいたします。
（敬称略）

中村

良夫 （高１期）

早川

寿子 （旧姓阿部、高３、中１期）

伏見

安弘 （高７、中５期）

山下

清正 （高７、中５、小４期）

古崎

清勝 （高10、中８、小７期）

斎藤

守弘 （高10、中８、小７期）

柳田美津江 （旧姓宮島、高11、中９、小８期）

タイムリーに同窓生にお役に立てて頂けるように

透 （中９、小８期）

小林

「同期会やクラス会」
「サークルへの参加募集」
「同

井上

俊子 （旧姓斎藤、高13期）

鈴木

治彦 （小10期）

松原

英明 （高15、中13期）

大井

優子 （高15期）

板橋

健夫 （高15期）

同窓会事務局

藤尾

孝子 （小15期）

小林

章則 （高22期）

046−826−1443

西村

光史 旧教職員

窓生の活躍情報」などさまざまな情報をお寄せ
下さい。IT委員会活動に少しでもお手伝い頂ける
方も下記へご連絡ください。

☎ 046−822−3218
FAX

報

同窓会終身会費納入のお願い
─ 母校の発展と相互の絆のために ─

すでに多くの皆様のご協力をいただいておりま

文化祭の日は、１号館（高等学校棟）
２階に同窓会室があります。

す。下記の皆様で未納の方はよろしくお願いいた
します。
◎1983年度（'84年３月）卒業生及びそれ以前に

編 集 後 記

卒業された方。高校１期～ 31期
中学校１期～ 32期
◎金額

６月に異例の梅雨明けした今年の夏は、記録
的な猛暑日が続きました。隣人が救急車で運ば
れましたが、幸い軽い熱中症で点滴を受け回復
しました。朝晩の涼しい季節になり、夕方の散
歩も再開。今回の会報は、20代から70代までさ
まざまな芸術の分野で活躍する同窓生を紹介し
ます。芸術の秋、学院の文化祭をきっかけに懐
かしい先生や友人たちに会いにぜひ、同窓会室
にお越しください。 良

小学校１期～ 34期

終身会費として、一人１万円（２千円ず

つ５回の分割支払い可）
◎同封の振込用紙をご利用ください。

同期会開催の幹事さんへ

同窓会では、各期同窓会の開催にかかる費用の

援助を行っています。詳しくは、学院事務局まで

発行者

お問い合わせください。

住

住所を変更された方へ

所

電 話
ＦＡＸ
発行日
編集者
印 刷

同窓会々報などを郵送するため、住所を変更さ

れた方は学院事務局まで電話かファックスでお知
らせください。
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横須賀学院同窓会
会長 沼 田 芳 明
〠238-8511
横須賀市稲岡町82（横須賀学院内）
０４６（８２２）３２１８（代表）
０４６（８２６）１４４３
2018年（平成30年）９月14日
広報委員長 桐ケ谷良之
文明堂印刷㈱ 横須賀市東浦賀1-3-12

