
かもめ通信 No.1 (2014.4) 

2014 年度が始まりましたね。新しい生活をスタートさせたよ・・・という方も 

多いのではないでしょうか。私の次男も就職して通学から通勤に変わりました。 

親としては「ちゃんと仕事ができるかな」と不安ですが、周りの皆さんのおかげで 

元気に通っているのでありがたく思っています。 

母校の卒業式・入学式に同窓会も出席しました。卒業生に贈る言葉を考えるときは 

自分の素直な気持ちを確認する機会になり、入学式に向かうときは桜満開の中で少し 

自分が前向きになれるような気がします。 

今後「かもめ通信」として旬報なりで身近な話題や気持ちをお伝えしたいと思います。 

ご意見ご感想等ありましたらお気軽にメールでご連絡ください。 

では、また・・・。 

 

 

かもめ通信 No.2 (2014.7) 

7 月に入りました。学生はもうすぐ夏休み。部活の大会やイベントが真っ盛りですね。3 年

生にとっては最後の挑戦として精一杯自分の気持ちをぶつけてほしいと思います。何かに

向かう時、得てして形や技に惑わされるけど、一番大切なのは自分の素直な熱い気持ちの

ような気がします。成功するか失敗するかはわからないけれど、気持ちをぶつければきっ

と何かを動かせる、きっと新たな一歩を踏み出せるはずです。同窓会も今秋 2014.11.22（土）

に総会を兼ねた懇親会を実施します。同窓会って誰のものでもない、皆さん 1 人 1 人が主

役です。是非皆さんの意思で参加してほしいと思います。8 月上旬に往復ハガキでご案内が

届くはずです。ご覧いただき返信をお待ちしています。 

さてさて貴方にとって素敵な夏になりますように。 

では、また・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.3 (2014.9) 

11/22(土)津浜同窓会(白鴎会)懇親会の出欠の返信は済みましたか? 

10 月末まで・・・ですよ。さあ貴方も貴女も出席しようよ。 

8 月上旬に 11/22(土)15～17 時セントラルホテル(横須賀中央駅近く)での懇親会開催の 

案内ハガキが届いていると思います。既に返信がたくさん届いています。全体の懇親会 

ではありますが、各期で集まれる立食形式にしますので、是非積極的にご出席して 

いただけることをお待ちしています。また出欠にかかわらず返信はお願いしますね。 

同窓会ホームページ(母校ホームページからリンクで同窓会をクリック)で返信された 

コメントも一部紹介しています。きっと皆も貴方と同じ気持ちなのではないかな。 

※9/20(土)10～15 時(受付は 14 時半まで)で母校文化祭一般公開があります。 

 久しぶりに母校に出かけてみませんか? 後輩達から元気をもらえるのでは。 

 尚、11/22 懇親会のサポーターになっていただける方は第 1 回打ち合わせを 

  9/20 文化祭の日に母校で行います(詳細は別途連絡します)。 

※上記案内ハガキが届いていないという方は下記へ連絡をお願いします。 

 津浜同窓会(白鴎会)事務局 0120-10-9899(内線 73) 受付時間平日 10～17 時 

 

 

 

かもめ通信・臨時便(2014.11) 

11/22(土) 15～17 時 セントラルホテル(横須賀中央駅近く) にて 

会費 3,000 円で 「津浜同窓会(白鴎会)懇親会」(兼総会)を開催します。  

まだ出席の旨連絡されていない方・・・下記方法①②で連絡をお願いします。 

①母校ホームページからリンクで「同窓会」のホームページを開き、そこからメール。 

②津浜同窓会(白鴎会)事務局 0120-10-9899(内線 73) 受付時間平日 10～17 時に電話。 

※昭和・平成○年卒業の氏名(旧姓)をお知らせください(卒業時のクラスがわかると BEST)。 

みんなで集まろうよ!! お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.4 (2014.12) 

もう 12 月ですね。お元気ですか? 風邪ひいていませんか? 

11/22(土)に津浜同窓会(白鴎会)総会・懇親会をセントラルホテルで行いました。 

各期にわたり年代さまざまで、たくさんの方にご出席いただきありがとうございました。 

同期がいるかなあ、1 人ぼっちだったら寂しいなあ、なんて気にしながら出席された方、 

またそう思って欠席された方・・・さまざまだと思います。 

津浜の現役当時の想い出を語り合ったり、今奮闘している事を聞いてもらったり、 

そして現役の先生から現在の母校の様子を聞いたりと、15～17 時の短い時間でしたが、 

私は楽しい時間を過ごせました。次回は欠席された貴方も是非出席しませんか。 

さて師走。駆け足で通り過ぎそうだけど、皆さん良いお年をお迎えください。 

では、また・・・。 

 

 

かもめ通信 No.5(2015.1) 

明けましておめでとうございます。 

実家から離れて暮らしている方は、横須賀の実家に帰って新年を迎えたかもしれません

ね。私も今は横須賀を離れて暮らしていますが、津浜現役の頃は三浦海岸で初日の出を 

見ていたことを思い出します。皆さんと今年も元気で素敵な年にしましょうね。 

さて、同窓会も昨秋の総会懇親会を終えたところですが、今後の活動方針として下記 

3 点を決めました。「総会の報告」にも記載していますのでご確認願います。 

ａ．事務局からの連絡は会報からホームページ主体に。 

  （みんなで参加しましょうという意味で文化祭やスポーツ大会等のリポーター募集） 

b．総会は原則 11月 23日勤労感謝の日に母校で開催。 

ｃ．４年に１度、夏季オリンピック開催年（原則 11月 23日）に全体懇親会開催。 

*次回は 2020年東京オリンピックの年に開催します。 

ご意見や近況、また上記リポート等ホームページからのメールでお待ちしています。 

寒さ厳しい日が続いています。インフルエンザが流行っているとも聞いています。 

皆さんお体に気をつけて、マイウェイ邁進されることを祈っています。 

では、また・・・。 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.6(2015.4) 

新年度が始まりもうすぐ 1 ヶ月。いかがお過ごしですか? 

生活環境が大幅に変わったという方も多いのではないでしょうか? 

ゴールデンウィークでは家族と、実家の父母と一緒に過ごせますか? 

連休・・・少しリフレッシュできるといいなあ。 

繰り返しになりますが、昨秋の同窓会総会にて、今後の活動方針として 

下記 3 点を決めました。「総会の報告」にも記載していますのでご確認願います。 

ａ．事務局からの連絡は会報からホームページ主体に。 

  （みんなで参加しましょうという意味で文化祭やスポーツ大会等のリポーター募集） 

b．総会は原則 11月 23日勤労感謝の日に母校で開催。 

ｃ．４年に１度、夏季オリンピック開催年（原則 11月 23日）に全体懇親会開催。 

*次回は 2020年東京オリンピックの年に開催します。 

ご意見や近況、また上記リポート等ホームページからのメールでお待ちしています。 

快晴の空に鯉のぼりが悠々と泳いでいる姿を見ると気持ちいいですね。 

私達も大きくのびのび人生を謳歌したいものです。 

では、また・・・。 

 

 

かもめ通信 No.7(2015.8) 

残暑お見舞い申し上げます。いかがお過ごしですか? 

猛暑が続いていますが、涼しく感じる時期が来ればすぐ秋到来ですよね。 

我が家ではスズムシが賑やかに合唱しています。 

季節の移り変わりがあるように、人生にも大小にかかわらず変化があります。 

てくてく歩いている中にも、きっと自分の中に成長があるのでは・・・と思います。 

新学期始まってまもなく半年・・・久しぶりに級友等誘って母校に出掛けませんか? 

今年の同窓会総会を 11/23(月)勤労感謝の日に 15 時～母校にて開催します。 

是非お誘いあわせのうえご出席ください。 

出欠の連絡は不要です。当日母校でお待ちしています。 

夏バテで体調を崩す時期です。お互いに体調に気をつけましょうね。 

では、また・・・。 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.8(2015.11) 

もうすぐ師走。寒くなりました。お元気ですか? 

2015 年度総会が先日 11/23 勤労感謝の日に行われました。 

下記 5 点について徹底したく、ここにも掲載します。 

①同窓会事務局からの連絡はホームページで行います。 

 母校ホームページからリンクで同窓会のホームページが開けますので時々見てほしい。 

②総会は毎年原則 11/23 勤労感謝の日 15 時～母校で開催します。 

③次回懇親会は 2020 年 11 月に開催。 

以降、夏季オリンピックの年に開催します。懇親会の案内は郵送でもお知らせします。 

④同期会・クラス会を企画したら事務局に連絡ください。 

 案内ハガキの作成及び郵送費用は事務局で負担します(個人情報保護の趣旨から)。 

⑤氏名・住所変更等の連絡はお忘れなく同窓会ホームページからメールで、 

もしくは下記フリーダイヤルへお願いします。 

津久井浜高校同窓会(白鴎会)事務局 フリーダイヤル 0120-10-9899 平日 10～16 時受付 

年末にむけて気忙しくなりますね。体調に気をつけてお過ごしください。 

そして、みんな笑顔で良い年を迎えましょうね。では、また・・・。 

 

かもめ通信 No.9(2016.4) 

4 月になり 2016 年度がスタートしました。 

桜も咲いて春本番ですね。皆さんお元気でお過ごしでしょうか? 

進学や就職等で生活スタイルが変わった方も多いのでは・・・。 

きっと心の故郷として津浜時代の自分があるはず。 

時々想い出して、自分を励まし頑張ってくださいね。 

秋の母校文化祭には同窓会として休憩所の用意も検討しています。 

是非たくさんの同窓生とお会いできたらうれしいです。 

では、また・・・。 

 

お伝えしたいこと 5 点も掲載しておきます。 

①同窓会事務局からの連絡はホームページで行います。 

 母校ホームページからリンクで同窓会のホームページが開けますので時々見てほしい。 

②総会は毎年原則 11/23 勤労感謝の日 15 時～母校で開催します。 

③次回懇親会は 2020 年 11 月に開催。 

以降、夏季オリンピックの年に開催します。懇親会の案内は郵送でもお知らせします。 

④同期会・クラス会を企画したら事務局に連絡ください。 

 案内ハガキの作成及び郵送費用は事務局で負担します(個人情報保護の趣旨から)。 

⑤氏名・住所変更等の連絡はお忘れなく同窓会ホームページからメールで、 



もしくは下記フリーダイヤルへお願いします。 

津久井浜高校同窓会(白鴎会)事務局 フリーダイヤル 0120-10-9899 平日 10～16 時受付 

 

かもめ通信 No.10(2016.7) 

暑い日が続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか? 

母校は今年創立 40 周年記念にあたり、9/9・10 の母校文化祭に併せて記念事業が 

行われることとなり、当日は在校生全員で作成した巨大パネルが掲示されます。 

同窓会も 1 部屋をお借りして「休憩所」を開設します。同窓生の皆さんにも気軽に 

立ち寄っていただけたらうれしいです(お茶やお菓子も無料で用意しています)。 

尚、当日のお手伝いも募集していますのでメールでお知らせ願います。 

また、これまで同窓会本会計からの部活金銭支援は行ってきませんでした。 

一方で部活支援への声も多く寄せられるようになりましたので、 

当日「休憩所」にて部活支援資金の募金も集めてみたいと思います。 

ご賛同いただける方はよろしくお願いします。 

是非たくさんの同窓生とお会いできることを楽しみにしています。 

 

上記文化祭(同窓会で休憩所開設)のお知らせについては 

同窓生全員に 7 月下旬にハガキでお知らせいたします。 

もし届かないという方がいましたら下記白鴎会事務局フリーダイヤルまで 

お知らせください(住所登録がされていないか相違している可能性があります)。 

よろしくお願いします。 

 

お伝えしたいこと 5 点も掲載しておきます。  以降はそのまま同様に掲載! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.11(2016.9) 

夏も過ぎて朝晩涼しく感じることが多くなりました。いかがお過ごしでしょうか? 

先日 9/9・10 の母校文化祭に併せて母校創立 40 周年記念事業が行われました。 

オープニングセレモニーでは会長挨拶も。そして全校生徒で作成した巨大パネルの 

掲示もありました。同窓会では初めて文化祭に出店し「休憩所」を開設しました。 

200 名近くの方に寄っていただき、お茶や御煎餅(無料)でお休みいただきました。 

現役生・同窓生は勿論、現役生保護者やこれから津浜受験を検討している中 3 生親子、 

PTAOB、近所の方など、いろいろな方にお会いできてお話しできて楽しかったです。 

試みとして「部活支援金」の募集も行いましたが、14,752 円が集まりました。 

応援コメントとともに学校にお渡ししましたので、この場でご報告いたします。 

ご協力ありがとうございました。尚資金使途は学校にお任せとして詳細のご報告は 

いたしませんがお許し願います。 

さて 11/23(水)勤労感謝の日に 15 時より母校にて 2016 年度総会を開催します。 

同期の皆さんお誘いあわせのうえ、是非ご出席願います。 

出欠連絡は不要です。当日母校でお待ちしています。 

食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋・・・満喫しましょうね。 

では、また・・・。 

 

かもめ通信 No.12(2017.1) 

新年明けましておめでとうございます。 

今年は快晴で穏やかな三箇日でしたね。 

伊豆から見た富士山がとてもきれいで感動しました。 

昨年は母校創立 40 周年ということもあり同窓会として初めて文化祭に参加しました。 

また 11/23 に総会を開催しました。「白鴎会だより」「総会だより」に内容を掲載しています。 

さて、今年も皆さんにとって素敵な年でありますように! 

以前よりお知らせしている徹底事項 5 点を改めて掲載します。 

①同窓会事務局からの連絡はホームページで行います。 

 母校ホームページからリンクで同窓会のホームページが開けます。 

②総会は毎年原則 11/23 勤労感謝の日 15 時～母校で開催します。 

③次回懇親会は 2020 年 11 月に開催。以降、夏季オリンピックの年に開催します。 

④同期会・クラス会を企画したら事務局に連絡ください。 

 案内ハガキの作成及び郵送費用は事務局で負担します(個人情報保護の趣旨から)。 

⑤氏名・住所変更等の連絡はお忘れなく同窓会ホームページからメールで、 

もしくは下記フリーダイヤルへお願いします。 

津久井浜高校同窓会(白鴎会)事務局 フリーダイヤル 0120-10-9899 (内線 73) 

平日 10～16 時受付 



かもめ通信 No.13(2017.2) 

2 月に入り立春も過ぎました。私の住む静岡県東部では熱海の梅園が見頃です。 

あたみ桜や河津桜も咲き始めて、これから春が少しずつ近づいてくるのですね。 

さて、昨年の総会で母校創立 40 周年記念事業が行われた旨お伝えしましたが、 

今度の 50 周年は節目として大きな事業になると思われます。そこで同窓会として 

今から事業に向けたご意見や資金を募集したいと思います。ご意見はこのホーム 

ページからメールで、資金は下記方法で寄付できますのでご覧ください。 

※同窓会本会計からも寄付しますが、皆さんからの寄付も併せて募集するものです。 

【母校創立 50 周年に向けた記念事業への寄付の方法】 

神奈川県で募集している「まなびや基金」を通して母校に寄付します。 

神奈川県のホームページから「まなびや基金」で検索して 

「神奈川県まなびや基金への寄付のお願い」をご覧ください。 

これに基づき、希望する学校名: 津久井浜高校 と必ず記して寄付願います。 

 また、部活動への支援(物品・資金等)も常時募集していますが、これについては 

上記「まなびや基金」ではなく、このホームページからメールで支援する内容を 

申告していただければありがたいです。尚、来年の文化祭でも昨年同様に同窓会と 

して出店しながら部活動支援の受付もしますのでよろしくお願いします。 

 

 まだまだ寒い日々が続きます。皆さん体調の自己管理に注意しましょうね。 

では、また・・・。 

 

 

かもめ通信 No.14(2017.5) 

 GW も過ぎて、カレンダーを見るとしばらく祝日のない日が続くなあとがっかりしたり、 

また梅雨もあるし困ったなあ・・・とも思ったりするけど、それを越えると「夏!」到来。 

元気出してがんばりたいです。辛いことを乗り越えると見えてくることってあるものね。 

我が家の次男も今春就職したばかり。いろいろな壁にぶつかりながら、転んだりしながら、

成長していってほしいと思っています。 

 さて、前回母校創立 50 周年に向けたコメントをしましたが、下記「お知らせ」に 

まとめてあります。またこれまでの「かもめ通信」も別添しましたのでご覧ください。 

  

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.15(2017.9) 

 暑い夏が終わり、秋! ですね。私は春夏秋冬の 1 年の季節の移ろいの中で 

秋～冬にかけてが一番好きです。木々が色づき最も美しくなったかと思うと 

木枯らしの風に吹かれて葉が散っていくのが、なぜか好きなのです。 

近くの公園にピクニックで出かけたりして自然を味わいたいですね。 

さて、今年も下記の通り平成 29 年度同窓会総会を開催します。 

久しぶりに母校に出掛けてみませんか? 

【総会】 

 1.日時 11 月 23 日(木) 勤労感謝の日  午後 3 時～ 

 2.場所 母校:津久井浜高校 (開催部屋は当日玄関でお知らせします) 

 3.議題 平成 28 年度活動報告・会計報告、平成 29 年度活動予定 他 

 ※出欠の連絡は不要です。当日母校でお待ちしています。 

クラスメート等お誘い合せでご出席いただき、総会後皆さんで 

  夕食会も楽しいと思います。お気軽にお出かけください。 

今年もあと 3 ヶ月余り。楽しいことがいっぱいありますように。 

では、また・・・。 

 

かもめ通信 No.16(2018.2) 

 新年になり早くも 1 ヶ月が経過しました。いかがお過ごしでしょうか? 

寒かった日々も立春を迎えると徐々に春を迎える準備に入ってくるのでしょうか? 

少しずつ暖かくなりながら、梅が咲いて、桜が咲いて・・・春到来が待ち遠しいです。 

年度変わりには、卒業・入学だけでなく、社会人になったりといろんなマイウェイが 

始まることと思います。当事者でなくても心一新する時期でもあるでしょう。 

皆さんにとって、素敵な春が到来しますように! 

※今秋の文化祭には同窓会も参加したいと思っています。前回同様に休憩所を 

 開設しながら現役生は勿論、卒業生もお気軽に多数お寄りいただければと 

 思っています。詳細が決まりましたら、またご案内します。 

では、また・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.17(2018.7) 

 高校野球夏の大会も始まり本格的な夏到来ですね。皆さんお元気でしょうか? 

夏は、学生にとっては夏休みがあるし、社会人にとってもお盆休みがあったりと、 

帰省したり旅行したり、花火大会あり・・・とわくわくどきどきします。 

皆さんにとって素敵な夏になることを祈っています。 

 さて、母校文化祭が 9/8(土)10～15 時一般公開されます。同窓会も休憩所を開設します。 

久しぶりに母校文化祭に出掛けてみませんか? 同窓会の休憩所では母校や部活への応援 

メッセージや部活支援金等の受付もしています。7 月中に同窓生に案内ハガキを郵送する 

予定です。そのハガキを持参して同窓会開設の休憩所で提示いただければ何かうれしい 

ことがあるかもしれませんよ。また、前日・当日のお手伝いも募集しています。お手伝い

いただける方は事務局フリーダイヤルへ申出願います(折り返し詳細をお知らせします)。 

 毎年 11/23 勤労感謝の日に行う定例の総会も予定しています。今年は金曜日にあたり 

3 連休の初日です。これにも是非ご出席お待ちしています。 

2018 年度同窓会総会・・・11/23(金)勤労感謝の日 15 時～ 母校で開催 

 ※文化祭や総会でたくさんの同窓生に出会えることを楽しみにしています! 

では、また・・・。 

 

かもめ通信 No.18(2018.9) 

9/8(土)母校文化祭(一般公開)が行われ、同窓会も「休憩所」を開設しました(詳細は 

「白鴎会だより」をご覧ください)。たくさんの方々に寄っていただき、いろいろな 

出会いがありました。旧友との再会だけでなく、現役生や保護者他の皆さんからも 

元気やら親しみやらをいただけた気がします。また 30 期生・大川内さんのチョーク 

アート披露の協力もあって大盛況となり、うれしかったです。 

休憩所内で募集した部活支援金も 16,100 円集まりました。ご協力いただきました 

皆さま、ありがとうございました。 

さて、毎年「勤労感謝の日」に開催している同窓会総会。 

今年も 2018 年度総会を 11/23(金)勤労感謝の日 午後 3 時～ 母校で開催します。 

主に活動報告や会計報告です。同期の方等お誘いあわせのうえ、是非ご出席を! 

当日母校でお待ちしています。 

津久井浜・・・芋掘りの季節到来です。 

では、また・・・。 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.19(2018.12) 

師走になりました。今年 1 年どうでしたか? 同窓会も 9 月には文化祭に参加、11 月には 

総会を行い、予定していた行事を終えることができました(詳細は「白鴎会だより」「総会の

報告」をご覧ください)。先日は「青春かながわ校歌祭」という県下の高校 OB・現役で 

声高らかに母校校歌を歌う催しを見てきました。津浜も創立 40 周年を過ぎて、こうした会

に参加できたらいいなあと感じました。来年、また少し前進できたらうれしいです。 

皆さま良いお年をお迎えください。寒くなります。風邪ひかないように。 

では、また・・・。 

 

 

かもめ通信 No.20(2019.3) 

もうすぐ年度変わりですね。入学・卒業・就職等々を通して気が引き締まる思いです。 

母校でも 3/1（金）に卒業式が行われました。自分たちの時の卒業式を覚えていますか？ 

そしてあの時の思いを覚えていますか？その後、今に至るまでいろいろな心の変化や 

環境の変化があったかもしれないけど、皆さんも私も津浜も歩みを続けています。 

転んでは立ち上がりの繰り返しだけど、きっと少しずつ成長していることでしょう。 

もうすぐ桜の季節。私たちもオンリーワンの花を咲かせたいですね。 

では、また・・・。 

 

 

かもめ通信 No.21(2019.7) 

夏到来! 各地で花火大会や夏祭りが開催されますね。津久井浜の浜辺も海水浴客で 

賑わうことでしょう。そして夏が過ぎて秋を迎えると、津久井浜は芋掘りやミカン狩りで 

賑わうのですよね。私は津久井浜の夏から秋にかけての季節が一番好きです。 

さて、母校文化祭が 9/14(土)10～15 時一般公開されます。久しぶりに出掛けてみませんか? 

現役時代の自分に戻れるかも? 忘れていた何かを見つけられるかもしれませんよ。 

同窓会も「休憩所」を開設予定。是非立ち寄って「同窓生です」と声をかけてください。 

また前日の準備や当日のお手伝いを募集しています。フリーダイヤルやメールで「手伝え

るよ」と申し出ていただけると助かります。来秋には同窓会懇親会も企画しています。 

このサポーター(幹事)も募集します。みんなで企画して、みんなで楽しみたいと思います。 

その他下記「お知らせ」等読んでいただき、同窓会への理解と参加をお願いします。 

楽しい夏になりますように! では、また・・・。 

 

 

 

 



かもめ通信 No.22(2019.9) 

トンボが飛び交ったり、虫の音が心を落ち着かせてくれる季節になりました。 

皆さんお元気にお過ごしでしょうか? 夏バテしていませんか? 

9/14(土)母校文化祭がありました。耐震工事中で仮校舎も含めての文化祭でしたが 

とても盛況でした。津浜の現役生のパワーを改めて感じました。同窓会も仮校舎の 

一室をお借りして「休憩所」を開設しました。231 名が寄って下さり、うち 18 名が 

同窓生でした。同窓会や部活の紹介コーナーを設けて、部活支援金の募金も 7,433 円 

集まりました。当日母校にお渡ししました。尚、当該募金の資金使途については学校に 

お任せいたしますのでご了承願います。たくさんのご協力ありがとうございました。 

また、たくさんの「応援メッセージ」もいただきました。一部ではありますが、 

「白鴎会だより」で当日の様子やいただいたメッセージを紹介していますので 

ご覧ください。 

11/23(土)勤労感謝の日 15 時～ 母校で同窓会総会を開催します。 

同期の皆さんお誘いあわせのうえ、是非ご出席ください。出欠連絡は不要です。 

当日母校でお待ちしていますので、お気軽にお越しください。 

これから深まる秋! 素敵な想い出がたくさんできますように! では、また・・・。 

 

 

かもめ通信 No.23(2020.1) 

新年明けましておめでとうございます。 

今年はネズミ年。1 期生は 1960 年生まれが多いので、2020 年の今年に還暦を迎えます。 

今年 3 月には 42 期生が卒業しますが、同窓生は既に 10,000 人を超えています。 

「津浜」も大きく育っています。同窓会も、同窓生一人一人の歩みとともに、 

ぶつかったりころんだりしながらも、大きく育っています。 

今秋は下記の通り同窓会全体の懇親会開催を予定しています。詳細は 7～8月に郵送します。 

※2020 年 11 月 22 日(日)15～17 時 横須賀中央駅近くの「セントラルホテル」 

同級、同期、部活の仲間等を誘いながら、みんなで集まりましょう! 

そして、みんなで「津浜」を感じたいと思います。 

そんなひとときを楽しみに、今年もがんばりましょう! 

では、また・・・。 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.24(2020.4) 

桜が散り始めて、花びらが風に吹かれているのがとても綺麗に感じます。 

緊急事態宣言で新型コロナウィルスの感染が心配な昨今ですが、 

皆さんお元気にお過ごしでしょうか? 

震災があったり、台風があったり、そしてウィルスの脅威にさらされたりと 

人の力ではどうにもできないものに頭をたたかれる思いがして、傲慢に生きて 

いなかったかと反省してしまいます。 

とにかく命が一番大切! 体調に気をつけて、気持ちだけでも明るく過ごしましょうね。 

では、また・・・。 

※11/22(日)開催予定の懇親会は、東京オリンピック開催が来年に延期されたこともあり、 

 来年に延期します。詳細は追って発表します。よろしくお願いします。 

 

 

かもめ通信 No.25(2020.9) 

残暑お見舞い申し上げます。暑い日が続く中にも、頭を垂れたひまわりの近くにコスモス

が元気に咲いていたり、トンボが飛び交っていたりと、少しずつ本格的な秋が近づいてい

る気配を感じています。皆さん、お元気にお過ごしでしょうか? 今年は、コロナ禍で懇親会

も延期としました。また、例年 11/23 勤労感謝の日に母校で開催している同窓会の総会も今

回は皆さんに集まっていただいての開催は見合わせ、下記の形をとらせていただくことに

します。よろしくお願いします。さあ、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋・・・皆さん

はどんな風に秋を楽しみますか? 皆さんにとって素敵な秋になりますように!  

では、また・・・。 

 

◆大切なお知らせ(今年の総会について) 

【今年の総会 11/23 は母校で行いません!】 

例年 11/23 勤労感謝の日に母校で開催している総会ですが、今年はコロナ禍の中、母校に集

まっての開催は見合わせます。10 月初旬に今年の総会の議事内容を当ホームページに掲載

しますのでご確認いただき、質問があれば 11/23 までに当ホームページからのメールで受付

します(なお、回答の返信には 2 週間程度かかるのでご承知おき願います)。ご理解とご協力

をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.26(2020.11) 

11 月下旬になり紅葉がとても綺麗ですね。 

寒くなりましたが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか?  

今年はコロナ禍の影響で、例年 11/23 勤労感謝の日に開催している総会を 

母校に集合する形でなくホームページに掲載する形に変えました。 

「総会の報告」でご確認いただければと思います。 

さあ、もうすぐ師走! 気ぜわしくなる時期ですが、身体に気をつけて、 

楽しい年末年始をお過ごしください。 

そして、みんなで良い年を迎えましょうね!! 

では、また・・・。 

 

 

かもめ通信 No.27(2021.3) 

寒い冬が過ぎて、ようやく春到来ですね。 

お元気にお過ごしでしょうか? 

私は開花を知らせるこの時期が大好きです。 

桜って凄いですね。サボることなく毎年綺麗な花を咲かせてくれるのですから。 

花を見ていると心が癒されます。 

そして「また自分らしく頑張ろう!」という気持ちにさせてくれます。 

進学や就職と人生の節目を迎えている方も多いと思いますが、 

少しずつマイウェイの歩みを進めていきましょうね。 

まだまだコロナ禍が続いているけど、皆さんお体を大切に! 

では、また・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.28(2021.7) 

 

こんにちは。津浜同窓生の皆さま! お元気にお過ごしでしょうか? 

昨今のコロナ禍で私たちの生活スタイルも大きく変化したように思います。 

何が大切なのか? 本当はどうあるべきなのか? 等々自問することが多くなりました。 

同窓会活動もストップしたままで、昨年秋の総会も母校での開催を取りやめ 

このホームページでご意見を募っての議事としましたが、今年は例年通り母校で 

開催したいと思います。当日母校でお待ちしていますので、お気軽にお出かけください。 

さて、もうすぐ暑い夏の到来でしょうか? そしていつのまにか秋の肌寒さを感じたり、 

四季の移ろいを感じながら毎日の暮らしを大切にしたいと思います。 

では、また・・・。 

 

白鴎会ニュース 

 

※11/23(火)勤労感謝の日 15 時～ 母校にて同窓会総会を開催します。 

同期の皆さんお誘いあわせのうえ、是非ご出席ください。出欠連絡は不要です。 

※コロナ禍の収束を確認しないままでの総会開催案内です。 

 状況の変化等によっては母校での開催を取りやめる場合もあります。 

 来校前に必ず同窓会ホームページで開催の有無を確認ください。 
 

※2020 年東京オリンピック開催に合わせて懇親会を予定していましたが、 

 コロナ禍で 2021 年に延期しますと以前お伝えしました。 

 オリンピックは開催されますが、懇親会については今年も取りやめます。 

 懇親会開催については、引き続き検討しますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.29(2021.10) 

 

津浜同窓生の皆さん。お元気にお過ごしでしょうか? 

コロナ禍で大変な思いをされている方も多いと思います。また、還暦を過ぎた 1 期生が 

定年退職後に自分が以前からやりたかった新たなことに学校に通いながら挑戦している方

もいます。なんとか前向きに少しずつでも歩めたら幸せなか?と思います。 

季節は秋ですね。私は最近朝目覚めて布団の中で虫の声を聞くのが楽しみです。町中には

トンボが飛んでいたり、ススキが風に揺れていたり、満月や夕焼けがとても綺麗だった

り・・・。これから徐々に紅葉も楽しめますね。深まる秋が楽しみです。 

さて、昨年はコロナ禍のため母校での開催はできませんでしたが、今年はいつものように 

11/23 勤労感謝の日に母校で同窓会総会を開催する予定です。たまには母校に出掛けて 

みませんか? 皆さん一人一人の心に届くものがあるのではないかと思います。 

お気軽にお出かけください。お待ちしています。 

では、また・・・。 

 

※11/23(火)勤労感謝の日 15 時～ 母校にて同窓会総会を開催します。 

同期の皆さんお誘いあわせのうえ、是非ご出席ください。出欠連絡は不要です。 

※コロナ禍の収束を確認しないままでの総会開催案内です。 

 状況の変化等によっては母校での開催を取りやめる場合もあります。 

 来校前に必ず同窓会ホームページで開催の有無を確認ください。 

 

 

かもめ通信 No.30(2021.11) 

 

津浜同窓生の皆さん。津浜同窓会は白鷗会(はくおうかい)といいます。 

先日 11/23(火)勤労感謝の日の役員会と総会により、白鷗会会長のバトンを 1期生の私から 

20期生の藤原さんに渡すことになりました。藤原さんは同窓生全体のちょうど中間の年代、 

先輩後輩みんなの真ん中で大きくま～るくみんなを包んでくれるだろうと期待しています。

私は同窓会が、過去を振り返って懐かしむだけのものでなく、自分の人生とともにあり、

今後に向けて新しい本当の友を得られる、ひとりぼっちではないと心温まる会でありたい

と思って携わってきました。皆さん誰もが主役、ひとりひとりの想いどれもが正解です。

是非時間を見つけて白鷗会のホームページを覗いてみたり同窓会活動に参加したりしてみ

ませんか?きっと津浜の風をどこかで感じることができると思います。もうすぐ母校も創立

50 周年を迎えます。白鷗会が今後更に鷗(カモメ)のようにのびのび羽ばたくことを願って

います。いろいろな方のご支援ご協力のおかげでなんとか会長を務めることができました。

心から感謝いたします。今まで本当にありがとうございました。 

 



かもめ通信 No.31(2022.1) 

 

津浜同窓生の皆さん、あけましておめでとうございます。 

昨年度はコロナの影響で、公私にわたり何もできず巣ごもりと言えばかっこいい、引きこ

もり生活を送っていましたが皆様はいかがでしたでしょうか。 

自宅でできる新しい趣味が増えた、趣味を極めたなんて話も聞きました。新しいことを始

めていくいい機会なのかもしれません。 

21 年末にはまた感染者数が増えてきており、まだ予断を許さず心配は続きますが、新しい

生活様式も当たり前になってきていることから、今年はコロナも落ち着いて皆さんと会え

る日が来ると楽しみにしております。 

それでは、今年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.32(2022.6) 

 

梅雨の候、山々の緑も、雨に打たれて色濃くなりました。 

津浜同窓生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 

 

と柄になく時節の挨拶から始まりました、かもめ通信。 

当初は 4 月の新年度、新学期に合わせて載せようと思っていましたが、コロナ禍の驚異が

薄まったからか公私共に色々と動きがあり、更新のタイミングを逃したため趣向を変えて

みようかと思った次第です。いや、更新遅れた言い訳です。すみません。 

 

さて、私が生徒だった 6 月頃といえば弱い雨が降る日が続くいわゆる梅雨の空模様だった

と記憶していますが、最近は台風シーズンみたいな雨風となって、情緒があまりないよう

に思えます。 

 

私がまだ生徒だった 20年以上前、、、雨の日は憂鬱でしたね。 

津久井浜高校は駅から近かったので他の高校に比べると大変ではなかったはずですが、傘

が嫌、いつもは見える海岸も武山も霞んで見えずで(本当に直ぐ側なのに)、勉強に身が入

らなかったです(勉強は晴れていても身が入ってなかったですけど)。 

 

社会人になったら車で駅まで！いや会社まで！なんて夢もみましたが、自家用車禁止を言

い渡され結局当時と同じく足元が濡れる日々です。 

 

さて、同窓会としては 11月に総会、学校では秋に文化祭が行われます。 

現状では、コロナ禍も一息ついてきており例年通りとまでは行かなくとも、例年通りの開

催となるのではと考えています。 

皆様とお会いできる日を楽しみしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.33(2022.7) 

 

画像 

 

今年度より副会長となりました、10期 中川と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 

初めての投稿で何を書こうか迷っていますが、私の趣味の一つ。お花の写真？って書くと

謎ですね。笑 

 

いろんなところへ行って写真撮ったりしています。 

写真を撮りに行ったのも、投稿もちょっと遅かったけど最近、見に行った「紫陽花」です。 

 

場所は……興味のある方はお教えしますよ。 

入場料少々します。メールいただければ詳細、お教えします。 

まあ、横浜市内です。紫陽花はもうそろそろおしまいですが、次は「トロピカルプランツ」

なるお花です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.34(2022.8) 

 

今年度より副会長となりました、20期 松野と申します。 

役員としては新人ですが、一緒に頑張っていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

白鷗会。白い鷗（カモメ）の会と書きますが、 

カモメといえば皆様はどのようなイメージを抱きますでしょうか。 

浜辺などで大空をのどかに羽ばたいている、とか、 

マイペースで自由なイメージを抱く方もいらっしゃるかもしれません。 

 

そんな一方、集団で砂浜に集まっていたりする場面もあります。 

 

通勤時に車よりその集まっている様子を度々見ることがありましたが、 

まるで学校や職場などでの集団行動をイメージさせられました。 

自由にのびのびと。でも集団行動があってこそ生きていける。 

今私たちが自分なりに生きている基盤として、学校生活がある。 

私たちも同じなのかな、と思いました。 

 

もちろん、発想の飛ばし方も自由と思いますので、 

皆様が自分なりに抱いたイメージは大切にしていただければと思います。 

 

津浜を卒業し、今ではそれぞれの道を歩み生活する日々と思いますが、 

時には津浜で仲間と一緒に過ごした日々を思い出しつつ、 

いつか集まって学生時代の思い出でも語り合いたいと思っています。 

 

 

では、また！ 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.35(2022.9) 

 

津浜同窓生の皆さま、そして現役生の皆さま、こんにちは！ 

 

9月 16日、白鷗会として津浜祭に参加させていただきました。 

主に現役生の皆さまへホームページの紹介をさせていただきました。 

ホームページを通じ、 

「白鷗会ではこんなこともやってるんだ！」 

というアピールが出来ていればという思いではありますが、 

逆に、これから同窓会役員としてお役に立てることがあれば、 

少しずつ活動の幅を広げていきたいのが理想です。 

 

例えば、10月 15日には青春かながわ校歌祭が行われます。 

http://www.e-sply.jp/kanagawakoukasai/index.html 

白鷗会として、見学を予定しています。 

来年以降は同窓生の皆さまと、さらには現役生も交えて参加、 

というのもよいのではないでしょうか。 

 

燃えよ青春、拓け青春、翔べよ青春、よみがえれ青春。 

一丸となって取り組み、成したときに得るものは大きいと思います。 

 

では、また！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.36(2022.10) 

 

10月も中旬となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

10/15に役員数名で神奈川校歌祭の見学をしてきました。 

http://www.e-sply.jp/kanagawakoukasai/ 

 

今後の参加を検討する上で、どのような雰囲気なのか、コンクールや大会のように高みを

目指すような場なのか、同窓生や学生、先生などとの交流を目指す場なのか、そもそも一

般見学 OK(コロナ対策での名前、電話番号を入場時で書いた程度でした)なので、好奇心半

分で見に行った次第です。 

 

今回の参加学校は、コロナ禍でも頑張ってきたところだけあって上手かったですね。 

ただ、コンクールのような他との戦い、自分との戦いを目指した結果ではなく、好きで練

習した結果といえばいいのでしょうか。 

幅広年齢層の人が出ていたり、吹奏楽部 OB が伴奏していたり、伴奏は CD で歌うだけ！と

各校特色があり楽しんでいる様子でした。 

 

ホール内は学校ごとに場所が分かれていたのですがその案内を行っていたり、順番が来た

ら案内したりと裏方仕事も結構あるようで事前準備から楽しめそうなイベントでした。 

 

来年以降で参加出来ないか考えていますので、是非参加してみたいという方は是非メール

ください。 

 

10月 15日青春かながわ校歌祭に行ってきました。写真で報告 

 

会長：藤原 明広(20期) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www5f.biglobe.ne.jp/~hakuokai/221015.pdf


かもめ通信 No.37(2022.11) 

 

津浜同窓生の皆さん。 

今年も無事に総会を行うことができました。学校の先生方や出席頂いた皆様のご協力頂き、

ありがとうございました。なお、当日は 30分以上開始が遅れてしまうこととなり、出席い

ただいた方にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 

 

さて、学校の耐震補強ですが、ほぼ終わったようで、北棟も綺麗にリニューアルされてい

ました。特にトイレが今風に変わっており今の生徒たちが羨ましい限りです。 

同窓生の皆様も、文化祭(一般公開されたら)、来年の総会など、新しくなった学校を是非

見に行って見てください。 

 

最後となりますが、コロナ禍の制限も若干ながら緩和されつつあります。 

同期会、クラス会をやろうと思う方は、是非お問い合わせください。 

 

それでは、これからもよろしくお願い致します。 

会長：藤原 明広(20期) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.38(2023.2) 

 

皆様、遅くなりましたがあけましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

年末年始は一般に冬休みですが、社会人となると慌ただしいものです。 

でも、受験生にとってはもっと慌ただしい時期かもしれません。 

 

1月 14日、15日には「大学入学共通テスト」が行われました。 

私たちの学生の頃には「センター試験」と呼ばれていたものに相当します。 

受験生はその後も入試に向けて勉強にスパートをかける時期と思います。 

人生のワンシーンとして悔いのない結果を得られるようお祈りいたします。 

もうあとがない、そんな中でも最後まで諦めず努力し続ける自分をつくること、 

それがすなわち合格なのです。 

 

人生、受験勉強に限らずそういう試練は何度とやってきます。 

仕事、恋愛、プライベートなどでも悩み苦しむこともあるでしょう。 

そんなときこそ、 

受験勉強という試練に挑んだ戦友（クラスメイト）のことを思い出し、 

皆で集まって気持ちを分かち合うのも良いのではないでしょうか？ 

 

もちろん、純粋に楽しかった高校時代を思い出し集まるのも良いと思います。 

忙しい日々だけど、時には昔を思い出して息抜きもいいじゃないか、と。 

 

では、また！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かもめ通信 No.39(2023.3) 

 

皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

この時期、環境が大きく変わる方も多いかと思います。 

 

３月２日には母校津浜の卒業式が執り行われました。 

卒業式については「白鷗会だより」をご覧ください。 

今回は卒業シーズンということで、お別れの挨拶についてお話します。 

 

「では、また」 

かもめ通信をご愛読の方は、この言葉で締められていることが多いとお気づきと思います。 

前会長の帆足さん執筆の頃から使われていた締めの言葉です。 

私もかもめ通信執筆時に使わせていただいています。 

 

今までの「かもめ通信らしさ」を残したい、リスペクトしたいという気持ちもありますが、 

この締めの挨拶を使わせてもらう大きな理由、それは「また」という言葉。 

この締めの挨拶の場合、略さずに言えば「また会おうね」「またお会いしましょう」 

つまりは「再会」を約束する言葉なのです。 

 

お別れの挨拶としては「さようなら」が思い浮かびやすいとは思います。 

でも「さようなら」でお別れをして、それっきりは寂しくないですか？ 

「再会」の約束があるからこそ、未来に希望を持って生きることができるのだと思います。 

特に今は卒業シーズン、お別れの機会も多いかもしれません。 

津浜卒業式の後、私自身も校門前で卒業生の皆さんの様子を見させて頂いていましたが、 

「またね！」で解散する卒業生たちもいました。 

私自身も、「この言葉はこれからも使っていこう」と思いました。 

 

卒業は「さよなら」ではない。 

人生の基盤、拠り所、帰る場所が増えるということ。 

それを心の中にしっかりと抱いていきましょう。 

 

それでは、また次の機会にお会いしましょう！ 

 

 

 

 



かもめ通信 No.40(2023.5) 

 

新学期が始まり一か月が経ちました。 

新入生にとってはそろそろ学校生活に慣れてきたころではないかと思います。 

 

社会人にとっても同じ時期に決算を迎えるところも多いかもしれません。 

新たな年度の始まりということで、気分あらたに取り組む時期と思います。 

白鷗会としても、あらたなチャレンジを行うべく活動していきたいと思っています。 

 

徐々にコロナ禍の制限が緩和されています。 

制限された生活のなか、実行できなかった楽しみもあると思います。 

特に近年の卒業生は様々なイレギュラーがあったかと思います。 

落ち着いたらみんなで集まりイベントというのも良いのではないでしょうか。 

その際は白鷗会としてお手伝いしたいと思います。是非ご連絡ください。 

 

では、また！ 

 


