第８４回 湘泳会祭り
2015年8月22日（土） 開催
ご挨拶

新たな思い出を作る会として、参加をお待ちしております。
湘泳会 会長 松村 亙（52回）

梅雨の鬱陶しい空に、夏の太陽が顔をのぞかせる時期になりました。皆様、如何お過ごしでしょうか？
今年も湘泳会祭りのご案内をお送りする時期となりました。今年は、8月22日(土)の開催となります。先ずは、ス
ケジュール表への記載をお願いいたします。
会長職を拝命し8年が終わろうとしております。就任当初には80周年記念事業を担当させていただき、多くの
大先輩と交流する機会を頂戴しました。80年を越える伝統ある湘泳会の重みを感じつつ、井上前会長からたす
きを受け取り、次の世代によりよい形でつなぐことを目標に活動してまりました。
が、昨年秋ごろより、「最近の湘泳会祭りは面白くない」「マンネリ化している」「大先輩への配慮が足らない」な
どお叱りを受けており、幹事会でも議論を重ねております。今年の湘泳会祭りでは、是非とも皆様のご意見をお
伺いし、今後の活動に反映したいと思っております。引き続きのご教示、ご鞭撻をお願いいたします。
湘泳会は、現役を含めますと10代から90代までの会員が参加する稀有なクラブ組織であります。懇親会会場
を手配する際に、お店のスタッフに、この世代を超えた会が継続運営されていることに驚かれることが多々あり
ます。そんなとき、湘泳会の一員であることを誇りに思い、胸を張り、自慢げになる自分に苦笑いしております。
この誇り高く、素晴らしいクラブ組織を、世代を越えて楽しく有意義な会として、次世代に引き継ぐよう努力する
ことを改めて心に期する次第です。
湘泳会会員をつなぐキーワードは、「湘南」と「水泳」、このふたつだと考えております。高校3年間、春、夏、秋
は毎日のようにプールで泳ぎ、冬は陸トレに汗をかき、部室や合宿所でワイワイガヤガヤ、くだらない話をしてい
たことも、忘れられない大切な思い出であり、出会った水泳部の同期、先輩、後輩は、生涯の宝物だと思ってお
ります。社会人となり、家族を持つなど、ひとりひとりの生活は、大きく変化し、個々に今を大切に、一生懸命に
過ごしておられることと思います。
が、年に一度、湘南の地で、ラベンダの香りではなく、カルキの匂いを触媒にタイムスリップしてみませんか！
思い出を懐かしみつつ、「湘南」「水泳」で結びつく世代を越えた仲間との新たな出会いを、新たな思い出とし
て持ち帰っていだだけるような、そんな湘泳会祭りにしたいと思っております。
今年の湘泳会祭りでは、新企画をいくつかご用意いたします。
第一部としてのプールでの遊泳は継続いたしますが、遊泳以外に、２つのイベントを企画いたします。ひとつ
は、学校長の了解をとり、学内をめぐるツアーを実施いたします。思い出の部室や教室など当時とは場所も異
なっているかと思いますが、昔を思い出しながら、校舎内部を巡るツアーを実施します。さらに、学内ツアー終
了後には、歴史資料館の協力を得て、資料館のガイドツアーも実施します。
第二部の総会＆懇親会では、60歳以上の会員の方々から寄せられた寄付により財政も安定してまいりました
ので、寄付金を大放出したスぺシャルプレゼントの抽選会なども企画いたします。豪華（？）プレゼントをご用意
いたしますので、是非、ご参加ください。
夏の総会＆懇親会は湘南水泳部といった１点を軸につながる世代を超えた会です。
同窓会や同期会など、様々な集まりはあるかと思いますが、３世代、４世代が、一同に集まる会は、そうそうない
と思います。
長きにわたりご活躍された諸先輩からは、その知恵と経験とネットワークを、社会人として脂の乗った世代から
は、仕事のおもしろさや家族の素晴らしさを、そして、学生や社会人新人の皆さんからは、エネルギーと希望と
ロマンを、２時間程度の限られた時間ですが、分かち合いながら、新たな刺激を得て、また、来年に会えること
を楽しみにできるような会にしていきたいと思っています。
湘泳会は、常に進化を続けます。世代を超えたコミュニティとして、その価値は非常に高いと思います。先輩
から受け継ぐものは、水泳だけではないと思います。水泳同様に、様々の方々の経験を受け継ぎ、そして後輩
に伝えていく、そんな会として継続していきたいと思います。
では、夏に藤沢の地でお会いできることを楽しみにしております。

湘泳会祭りにいらっしゃい！ （賢者の羅列編）
湘泳会 顧問 井上振華（38回）
顧問としての提言は攻撃的であった為か、幹事会では四面楚歌でした。
ここに至って、私の愚言を表するよりも、古今東西の賢者の言葉を借りて、60 歳以上の方の参加を呼びかけ
ます。
一日、再びあしたなり難し、時に及んで当に勉励すべし、歳月人を待たず
こんな楽しい日は二度と無いのだから、一生懸命遊ぼう！（陶淵明）と詠われていますゾ。
湘泳会祭りを面白くしよう！とするのは幹事達だけでは出来ません。参加してこそ、『遊びをせんとや生まれけ
ん、戯れせんとやけむ生まれけむ、遊ぶ子供の声聞けば、我が身さえこそ、ゆるがるれ』（梁塵秘抄）となるので
す。
私の提言に反感を示しながらも、『面白くない』との60 歳以上の会員方の不評を打ち破るべく、幹事達が色々
な企画を立ててくれました。
『これでいいのか？もっと何か出来ないか？』をモットーに立案して呉れたのです。泳がない会員達を忘れて
いた？・・・そうではありません！
幹事会は一生懸命の余り、『離見の見』、（世阿弥）を忘れていたのです。
これは、「見所同見（けんじょどうけん）」とも言われます。
見所は、観客席の事なので、能を、客席で見ている観客の目で、評価して、自分を見なさい、と云う意味で、
自分を客観的に、外から見る努力が必要だと言っています。
これは、単に演劇の世界に限った事ではありません。「能」を「湘泳会祭り」、「観客」を「会員」、として読めば、
湘泳会のみならず、競争社会を生きる紳士淑女への提言です。
先ずは、『やってみなはれ。やらなわからしまへんで』！！ （鳥井信治郎）
この事を識った幹事会は前進します、・・・しますとも！！
湘泳会祭りの趣旨は『先輩後輩ごっこ』なので家庭では妻さえも聞いてくれない、戯言、妄言も湘泳会祭りで
は、一応？聞いてくれます。
夜遅く帰宅しても、奥で寝たままの妻に代わって、体を震わせて、三つ指突いて、心底喜びを表して出迎えて
くれるワンちゃん程の信頼関係は出来ないでしょうが、お互いに、我慢して？聞いて、偏見無く、素直な心で、
話していれば、『世代の違いを楽しむ』事が出来る様になります・・・なりましょうよ！
湘泳会の神髄は『湘南』『水泳』をも超えて、此所に有るのでは無いでしょうか？
湘泳会祭りにいらっしゃい、お待ちしていますよ～！

湘泳会祭りに寄せて
湘泳会 幹事 吉野良成(54回)
メタボ対策として2009年に四半世紀振りに水泳練習を再開し、直後にマスターズチーム「湘南湘泳会」に参
画、その延長上で2010年から湘泳会幹事の一員を務めることとなりました。
幹事としての一番の思い出は、何と言っても2011年の湘泳会80周年イベントでした。前年の浦和高校訪問か
ら始まる足掛け2年での復活浦高戦、OB/OGの現役時代の活躍を拾うべく神奈川新聞のバックナンバーを調
べに何度も通った桜木町(紅葉坂)の県立図書館、そしてでき上がった記念誌と80周年記念総会…。
ところで、湘南中学の創立は1920年で東京オリンピックの開催される2020年が創立100年目となり、湘友会で
は2021年に100周年イベントを検討しているようですが、同じ年に湘泳会は90年周年を迎えます。
職場・家庭ともに責任が最も重たくなる時期でもあり、最近は幹事として必ずしも十分な活動ができていない
部分があることは否めませんが、これからも「湘南」「水泳」で繋がる湘泳会会員相互の親睦と、湘南高校水泳
部の発展に少しでも貢献できれば、と考えております。
それでは皆さま，今年の夏もまた湘泳会祭りでお会いしましょう！
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バーまでご一報願います。

2014/2015 活動報告
①幹事会
例年通り、10月より再開。回数を増やし、議論を重ねようとの提案があり、1月の新年会開催後、毎月開催。
5月からはメーリングリストを開設し、メールによる検討会も継続実施しています。
如何にしたら世代を越え、会員各位に満足いただけるかを、井上顧問を交え検討しています。
力不足な点も多々あるかと思いますが、働き盛りの50代、40代、30代、そして20代の幹事が各自が出来得る
範囲で協力し合って活動をしております。
②海月会
昨年12月に80周年記念特別企画として開催した「湘泳会戦前・戦中・戦後の会」の継続企画として、
60歳以上の会員を対象とした懇親会「海月会」を開催。約20名の参加を得、今後定例化することを提案し、
ご承認をいただき定例化第１回「海月会2015」を4月11日(土)に開催しました。
最長老として16回卒江橋英五郎先輩を迎え、幹事を含め18名の大先輩が出席されました。「海月会」は、
毎年4月の第二土曜日に開催いたします。来年は、4月9日(土)、藤沢近郊での開催を予定しています。
③現役合同練習会
藤沢市水泳協会のご協力による現役＆OBの合同練習会も、例年通り11月から5月末まで実施しました。
現役もこの練習会を冬期練習の重要なチャンスとして捉え、積極的に参加しています。
また、OB諸氏も現役に負けることなく継続して参加し、マスターズへとつなげています。
④湘南湘泳会マスターズチーム
60回小塚幹事が事務局を田端副会長より引き継ぎ、継続実施しています。
すっかり定着した感もあり、メンバーの拡大はもとより、リレーを中心に、チームとしての活動が色濃くなり、
ますます盛り上がりを見せております。
諸事情により、地元クラブチームなどで参加される方々もいらっしゃいますが、競技会場にて、
湘泳会旗を目にされた際には、是非、お声掛けいただければと思います。毎回ではないですが、
大会後の懇親会も楽しい場になっています。
⑤現役支援と近況報告
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。
今年は、泳法チェックを目的としたビデオカメラ(46,325円)を寄贈しました。湘泳会祭りプール遊泳では、
ご希望があれば泳法チェックを実施します。
今後も皆様のカンパなどをデッキブラシ基金として支援を継続したいと思います。
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19日(金)・20日(土)・21日(日) 於 相模原市立総合水泳場
(2) 関東高校水泳競技大会
7月24日(金)・25日(土)・26日(日) 於 東京辰巳国際水泳場
(3) 全国高校水泳競技大会
8月17日(日)・18日(月)・19日(火)・20日(水) 於 京都アクアリーナ
(4) 県高校水泳競技大会
8月29日(土)・30日(日)
於 横浜国際プール
⑥その他
会員とのコミュニケーションツールとしてホームページを開設、運営しておりますが、
リソース及びスキル不足より、更新活動などが停滞しておりますことをお詫びします。
再度、体制面などを見直すことで、今後、対処していきたいと考えています。

今期決算報告
最終決算報告は、総会の場にてご説明します。この場では、執行概況をご報告します。
支出面にて、海月会の２回開催、２年に一度発生する返信はがき、封筒の印刷代、幹事会回数増に伴う交通
費などにより、約25万円程度、前年より支出が増加しています。
会員の懇親の機会の増加に伴う支出として、総会にてご承認いただきたくお願いいたします。

役員改選案
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 立候補者なし
会計及び他の役職に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 豪華スペシャルプレゼント抽選会実施！！
今年の湘泳会祭りは、一味違います。
泳ぐ人も泳がない人も楽しめるような企画をご用意しています。
同期の方々を、ご家族を、お誘い合わせの上、是非、ご参加ください。
湘泳会祭り
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
年に一度は、母校訪問！旧友と一緒に楽しみましょう！
●プール遊泳
例年通り、湘南プールを開放します。恒例のバッジテストによる記録会、全員リレーに加え、どなたでも参加でき
るイベントを企画します。現役とＯＢが一緒になって、思い出のプールで楽しみましょう。

●ほのぼのサロン開設
今年は清明会館１階の食堂を開放。ほのぼのサロンとして運営します。
サロンでは、軽食やお飲み物をご用意。会員同士の談話室としてご利用ください。
湘南放送部がプール造成をテーマに作成した映像番組「愛の贈り物」（江橋慎四郎先輩、小泉元生先輩インタ
ビュー）や秘蔵映像の放映などを予定しています。

●サロンイベント：学内ツアー＆歴史資料館ガイド付きツアー
プール遊泳に参加されない方々を対象に、２つのイベントを企画します。
学内ツアーは、所要時間30分程度で、学内を一周したいと思います。戦前、戦後、昭和、平成と各世代にとっ
ての部室や五衛門風呂のあった場所など、思い出の場所を探して歩き回りたいと思います。現在、古地図？を
歴史館の協力を得て捜索中です。
歴史資料館ツアーは、毎年定刻よりも早く開館いただくなどご協力をお願いしている歴史館スタッフの方々に、
更なるお願いとしてコンシェルジュによるガイドツアーの実施を依頼中です。湘南高校の歴史を改めて伺うチャ
ンスとして、世代間で伝えるべきことの確認の場として、楽しめればと思い企画しました。
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第一部 湘南プールでの遊泳 サロンイベント ９：３０～１２：３０
受付開始
清明会館前へお越しください。
ほのぼのサロン
清明会館食堂に軽食とお飲み物をご用意
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、2
プール遊泳
分間リレーやオケラ競争などを企画中です。
学内ツアー
顧問の先生が案内してくださいます。
歴史資料館ツアー 学内ツアーに引き続き実施します。

第二部 総会＆懇親会
世界のクラフトビール「湘南ビール」を全種類飲み放題
豪華プレゼント付き懇親会！
●総会
今期決算報告、役員改選、来期予算報告などを予定しています。

●懇親会
今年の会場は、藤沢では有名な「MOKICHI CRAFT BEER」の2階を貸し切りました。食べログ3.51点と高評価
のMOKICHIは、茅ヶ崎の熊澤酒造の直営店。厳選した麦芽とホップ、丹沢山系の伏流水のみを使用、無ろ
過、非加熱処理で酵母が生きたピュアでフレッシュなビール「湘南ビール」が飲み放題です。お料理はイタリア
ン。メニューはこれから詰めてきます。お楽しみに！

●全員参加のジャンケン大会
ビンゴに代わりジャンケンによるプレゼント争奪戦を予定しております。プレゼントを各世代向けにご用意。さて
さて栄冠は誰の手に！

●豪華プレゼント抽選会
懇親会費または当日寄付を頂いた会員を対象に豪華プレゼントの抽選会を実施します。ご家族へのお土産を
是非ゲットしてください。プレゼントは３種類、投票券を複数枚お渡ししますので、ご希望のプレゼントにベットし
てください。ひと品に集中してもよし、万遍なく貼るもよし、夏の運だめしです。
ご用意する豪華プレゼントは、BOSEウェーブミュージックシステム、ダイソン羽根なし扇風機、ダイソンコードレ
スクリーナー！幹事が、皆様の気持ちになって選んだんだ品々です。
第二部 総会＆親睦会 １３：００～１６：００
店舗2階にて幹事がお待ちしてお
13:00 受付開始
ります。
2014/2015年度活動報告及び役
13:30
総会
員改選を行います。
湘南ビールとイタリア料理をお楽
13:45
懇親会
しみください。
MOKICHI CRAFT BEER
藤沢市南藤沢20-19 第2ハルミビル1F
会場 0466-90-3590
ＪＲ東海道本線 藤沢駅 南口 徒歩2分
小田急江ノ島線 藤沢駅 南口 徒歩2分

海月会開催報告
60歳以上の会員を対象とした懇親会「海月会」の定例化第1回を、18名の参加者を得て2015年4月11日(土)に
東京都港区新橋の新橋亭新館にて開催いたしました。
当日は昼前には雨も上がり12：30に開会，松村会長の開会のご挨拶・18回の江橋大先輩の音頭による乾杯の
後、水泳部時代の昔話から昨今の政治・経済情勢に至るまで、様々な話題で会話の花が咲きました。
大先輩方を中心とした世代を超えた交流の場となり、懇親会後半の参加者全員（幹事を含め若い順）によるス
ピーチも、大いに盛り上がりました。湘南時代の貴重な写真をご持参くださった方もいらっしゃいました。
定例化した「海月会」は毎年4月の第二土曜日の開催となり、来年(2016年)は4月9日(土)に藤沢近郊での開催
を予定しています。60歳以上の会員の皆様に加え、そのご家族・60歳未満の会員の方々の参加も歓迎します。

湘友会セミナーで大島兄弟が講演
2015年2月28日(土)に湘南高校歴史館で開催された湘友会セミナーで、「映画監督大島渚と二人の息子」と題
し、水泳部のOBである大島 武さん(57回)・新さん(63回)ご兄弟が登壇されました。
東京工芸大学教授である兄 大島 武さんが「映画監督大島渚と、その時代」を、また、映像制作会社の代表で
ドキュメンタリー作品の製作を手がける弟の大島 新さんが「テレビドキュメンタリーの作り方」を、それぞれご講
演、ご兄弟の同期や水泳部OBOGを中心に、湘友会セミナー始まって以来最高の聴講者数となる盛況ぶりで
した。
詳細は、湘友会ホームページ(http://www.shoyukai.org/)をご覧ください。

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。会員の懇親会はもとより、現役メンバーの支援を含め、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。湘泳会祭りにご参加される方は、当日ご
湘 持参いただきましても結構です。
泳 銀行ATMやコンビニエンスストアーからのお振込みの場合は、下記口座宛に、卒業回数をお振込名
会 義人欄のお名前の前に記載してお振込ください。
年 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 ■会費免除の60歳以上の会員の方々へ
費 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。

