横浜市立大学グランドホッケー部八景会（OB/OG 会）広報誌

第 36 号 2021 年 1 月

ホームページ：https://www.hakkeikai2017.com/（パスワード：hakkeikai60）
八景会会員の皆様へ
日頃より会員の皆様の暖かいご支援、心より感謝しております。
また、新型コロナウイルス感染症が懸念される中、収束を願いつつお見舞い申し上げます。
ご連絡が遅くなりましたが、会員の皆様の健康と安全を第一に考慮し、2020 年度のイベント等（OB/OG 戦やその後の
懇親会、八景会通信の発行など）を中止させて頂いたことをここにお知らせいたします。
現役の公式戦は、春季は開催中止、秋季より無観客で行われましたが、今後の状況を鑑みながら現役への支援、会員
間の交流を進めてまいりたいと思います。
今後の主なイベント等については、4 ページの「今後の活動予定（2021 年スケジュール）
」をご参照ください。
なお一層の八景会へのご協力をよろしくお願いいたします。
末筆ながら、皆様のご健康、ご活躍をお祈りいたします。
八景会会長 神尾正利
********************************************************************************************************************

八景会 TOPICS ～お知らせ～
◆ 八景会総会は 2021 年 2 月 13 日にリモート開催

◆ 山本名誉会長ご逝去

コロナ感染拡大防止を鑑み、今年の「八景会総会」は、2 月 13 日

2019 年 12 月 30 日、山本道昌名誉会長が 82 年の生涯を終えら

に初のオンラインによる開催となります。総会は、八景会活動に関

れました。

する決議を行う重要な会議です。お住まいの場所に関わらず、PC、

山本氏は、市大卒業後に家業の山本商店を継ぐや、次々と事業

タブレット、スマートフォンなど、インターネットに接続できるウェブ

を拡大。その間、屋号を「横濱屋」と変え、横浜の経済を支える企
業への成長に手腕を発揮されました。

カメラ内臓の端末機器があれば参加可能です。総会の概要とアク

Y 校（横浜商業高校）、横浜市大、横濱屋と、まさに横浜愛（♡）の

セス方法を以下に記載します。遠方からもぜひご参加ください。

山本氏は、Y 校・市大の同窓会「進交会」の理事を務められ、入学
日時：

議題：

2021 年 2 月 13 日（土） 14:00～15:00

式、卒業式、浜大祭と折に触れ八景キャンパスを訪れては学生た

※約 10 分前より入場可能です。

ちを温かく見守ってこられました。

・2021 年八景会活動報告・計画

そして、市大ホッケー部創設期のメンバーとして、八景会の名誉会

・2020 年八景会決算・予算決議

長として長きにわたり多大なるご支援を頂きました。「金は出すけど

・質疑応答、その他

口は出さないよ」が口ぐせで、後輩の活躍を聞くだけで嬉しそうに

使用アプリ：

Zoom

されていました。特に近年の現役の好成績には大変満足そうでし

招待 URL：

https://us02web.zoom.us/j/83096518199?pwd=

た。

RklmYmZVN00vbGpzVlhZQytBR3RiZz09

お亡くなりになる直前まで、横濱屋本社の会長机で多くの書類に

830 9651 8199 ※パスコード： 847816

囲まれ、自らパソコンを叩いてエネルギッシュに陣頭指揮を執って

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ID：

Zoom 使用方法の簡単なご案内： （PC の場合）上記 URL にアクセス

おられた姿が印象的でした。

後、ダウンロードされたファイルをクリックすると、Zoom がインストールさ

ここに謹んで山本名誉会長のご冥福をお祈りいたします。合掌。

れ、会議に参加できます。 （スマートフォンの場合）予め Zoom アプリ
をインストールし、上記ミーティング ID、パスコードを入力すれば参加
できます。利用端末により異なるため、詳しくは各自お調べ願います。
※参加者把握のため、参加時のお名前は、卒業年と姓を登録いた
だけるようお願いします。（例：S50 山田）
※発言時以外は、音声をミュートに設定願います。
※入退場は自由です。お気軽にご参加ください。
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八景会 TOPICS ～活動報告～
◆ 『横浜 2020：令和の大総会』を開催
2020 年 2 月 8 日（土）、好天に恵まれる中、昨年最大のイベント「横浜 2020：令和の大総会」が横浜市大で開催されました。第 1 部は、第 2 グ
ラウンドにて OB/OG 戦（現役との親睦試合）を実施。約 30 名の OB/OG が現役と共に爽快な汗を流しました。第 2 部は、シーガル会館にて、
八景会総会（活動報告・計画、決算・予算決議）を開催後、懇親会を実施。下は 10 代の現役生から、上は 80 代の OB まで、多くの世代にわた
ってホッケーの話で盛り上がりました。総勢約 80 名の新旧部員が集まり、創部 65 年の歴史の長さを感じさせる会となりました。
ご参加いただいた OB/OG の皆さま、当日の運営をサポートしてくれた現役部員の皆さま、大変ありがとうございました。

第 2 部懇親会開会の挨拶

乾杯の発声（左：三浦秀元氏 S37 卒）

（左：今井勝巳前会長 S43 卒）

（中：小元副会長、右：神尾会長）

熱心に聞き入る総会出席者

（右：神尾会長）

◎ 上記以外の写真を八景会ホームページ「会員ログインページ（パスワード： hakkeikai60）」に多数掲載しています。ぜひご覧ください。

◆ 八景会は現体制を継続

◆ 就職活動支援プロジェクトを継続

2020 年 2 月 8 日（土）に八景会総会が開催され、2019 年の活動

2018 年度より、OB/OG の方々に「就活アドバイザー」としてご登録

報告・決算と 2020 年の活動計画・予算が承認されました。また、

いただき、就職を希望する現役生に対して、OB/OG 訪問の対応

全役員の留任が承認されました。（詳細は同封資料をご参照くだ

を含めた情報提供を行っています。「就活アドバイザー」の登録は

さい。）八景会役員は、全員ボランティアで活動しています。引き

随時受け付けています。登録方法など、活動の詳細については、

続き、皆様のご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

八景会ホームページ「会員ログインページ（パスワード：
hakkeikai60）」の「就活支援プロジェクト」をご参照ください。

OB＆OG
近況報告

◆

大塚

隆氏、市大へ美術品を寄贈

2019 年 6 月、大塚 隆氏（S33 卒）が「長い間夢中になり、手間暇をかけて収集し
た」多数の美術品を横浜市大に寄贈され、大学から感謝状（写真）が送られまし
た。大塚氏は「大変お世話になった横浜市大に寄贈することができて嬉しいばか
りでなく、感謝状を頂き大変感動している」と感慨ぶかげ。大学側は「授業やゼミ
の資料として有効に活用させて頂きたい」 とのことでした。
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現役だより

※2020 春季リーグ戦は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催が中止されました。

男子部

女子部

秋季シーズン成績（関東大学リーグ 2 部）

秋季シーズン成績（関東大学リーグ 2 部）

トーナメント 1 回戦

●武蔵 2-2（シュートアウト 1-2）

プール戦

△東京 0-0

順位決定予選

○東海 7-0

プール戦

●立教 0-2

順位決定戦

○成城 6-0

順位決定戦

○成城 1-0

最終順位 2 部 5 位

◎男子部新主将より

最終順位 2 部 3 位

◎女子部新主将より

OB/OG の皆さま、いつもご支援いただきあ

平素より多大なるご支援、ご理解を賜り、厚く

りがとうございます。2021 年度の主将を務める

感謝申し上げます。2021 年度女子部の主将を

岡島龍乙（おかじま りゅうと）と申します。

務める寺下希菜子（てらした きなこ）と申しま

昨年度は 4 年生を主力とした戦力の豊富な

す。背番号は 15 番、19 年度は FW、20 年度は

チームでしたが、秋季リーグでは 2 部 5 位とい

MF 登録で、試合に出場いたしました。

う悔しい結果に終わりました。私の入部以来、

20 年度は、新型コロナウイルスの影響で春リ

リーグでは常に上位をキープしていたため、

ーグは中止となり、秋季リーグを 2 部 3 位という

初の下位は非常に悔しい思いでした。

結果で終えました。

さて、今年度のチームですが、4 年生が引退し、チームの構図・戦力が大
幅に変化したため、公式戦の経験が少ない選手の出場機会が多くなります。
さらに、新型コロナウイルスの影響で、練習日数が少ない、自主練ができ

チームは下級生が人数のほとんどを占める新体制となります。また、新型コロ
ナウイルスの影響で活動制限があり、思うように練習が出来ない日々が未だに
続いています。

ないなどの問題も生じています。だからこそ、今年度は全部員が「勝ちにこだ
わる」意識を強く持ちながら、限られた時間の中で練習に全力で取り組み、

しかし、それらを言い訳にせず、「1 部昇格」を目標に、全員で支え合いなが
ら、結果で皆様に恩返しのできるチームを作っていきたいと考えております。

「2 部優勝・インカレ出場」を必ず実現させたいと思っています。強い横市を

今後も変わらぬご支援、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

必ず取り戻しますので、引き続きご支援の程宜しくお願い致します。

新入部員紹介 よろしくお願い致します！

男子部 6 名、女子部 8 名の新入生が入部しました。 （Ⓜ：マネージャー）

男子部

女子部

◎氏名／出身地／高校／部活動・スポーツ経験

◎氏名／出身地／高校／部活動・スポーツ経験

（写真前列左より）
・中島寛登（なかじま ひろと）/大阪府/生野高校/ハンドボール部
・銘苅諒（めかる りょう）/沖縄県/那覇国際高校/サッカー部
・菅原陽平（すがわら ようへい）/埼玉県/熊谷高校/ハンドボール部

（写真前列左より）
・中村美穂（なかむら みほ）/静岡県/湖南高校/書道部
・山川千尋（やまかわ ちひろ）/沖縄県/那覇国際高校/剣道部
・後藤陽菜（ごとう ひな）/京都府/峰山高校
・仲地みなみ（なかち みなみ）/沖縄県/那覇国際高校/剣道部

（写真後列左より）
・永吉美爽（ながよし みさ）Ⓜ/栃木県/鹿沼高校/男子バスケットボ
ール部マネージャー
・兼子彩里（かねこ あやり）Ⓜ/愛知県/西尾高校/ソフトテニス部
・杉浦紗世（すぎうら さよ）Ⓜ/神奈川県/松陽高校/硬式テニス部

（写真後列左より）
・竹中美衣（たけなか みい）/愛知県/千種高校/ソフトテニス部
・清木結唯（せいき ゆい） /東京都/広尾学園高校/バドミントン部
・稲葉琴海（いなば ことみ）/神奈川県/中央大学附属横浜高校/フッ
トサル部
・井上綾乃（いのうえ あやの）Ⓜ/東京都/駒場高校/水泳部
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事務局より
◎ 活動報告（2020 年イベント）
➢

2 月 8 日（土）、八景会総会・懇親会を開催（P. 2 参照）。2019 年の活動報告・決算と 2020 年の活動計画・予算が承認されました。
（詳細は同封資料をご参照ください。）

➢

現役春季リーグ戦は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中止となったため、リーグ戦終了後の納会は中止となりました。

➢

現役秋季リーグ戦は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、男子はトーナメント戦、女子はプール戦、男女いずれも入替戦なしの
変則開催（無観客試合形式）となりました（P.3 参照）。また、感染拡大防止のため、リーグ戦終了後の納会は中止となりました。

◎ 今後の活動予定（2021 年スケジュール）
2 月 13 日（土）

八景会総会

※詳細は、八景会ウェブサイト等にてお伝えいたします。

オンライン形式で開催します。詳しくは P. 1 の開催概要をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、懇親会は開催いたしません。

4 月～6 月

現役春季リーグ戦

試合日程は MY HOCKEY のウェブサイト（www.myhockey.jp）でご確認ください。

9 月～11 月

現役秋季リーグ戦

また、八景会ウェブサイトや facebook でも随時アナウンスします。

（予定）

（於 各試合会場）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催方式が従来と異なる場合があります。

現役リーグ戦終了後の

現役主催による春季リーグ戦の報告会および懇親会、OB/OG 戦は、新型コロナウイルス感染

納会（於 横浜市大）

拡大防止のため、現時点で開催の予定はありません。 ※変更時は、随時お知らせします。

◎ 2021 年度 年会費納入のお願い

※八景会の会計年度は 1 月～12 月です。

八景会の運営は 100%皆さまからの年会費にて賄っております。頂戴した年会費は、大まかに、①現役への支援、②監督・コーチへ
の謝礼、③八景会通信や各種イベント案内の通信費となっています（役員の活動は、すべてボランティアです）
。躍進を続けている
男子部・女子部の遠征費など、可能な限り現役への支援額を増やしたい気持ちでいっぱいです。皆さまのご理解・ご支援のほど、
くれぐれもよろしくお願いします。
八景会通信に同封されている払込取扱票を使用し、最寄りの郵便局にて納入。

① 郵便局

（八景会通信の封入作業負担軽減のため、払込取扱票は毎回同封しておりますのでご了承願います。）

年会費
納入

最寄りの金融機関の ATM あるいはインターネットバンキングにより以下の口座へ振り込み。

ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキュウ店） 当座０３８８５２９
ヨコハマシリツダイガク グランドホッケーブ ハッケイカイ

② 振込み

方法
③ 現金手渡し

八景会のイベント（新年会、総会）
、現役の試合の応援、納会（OB/OG 戦・懇親会）の際に
八景会役員へ手渡し。

2020 年度 八景会年会費納入者 ～ご協力ありがとうございました～
男子部：
S35 山本道昌（故人）/S36 中﨑光男/S37 唐木元彦、三浦秀元/S40 平井久司、橋本英治、橋本隆/S41 中村威/S43 今井勝巳、榎並健三
S44 杉山照彦/S45 伊藤薫/S46 土井正史/S47 青木孝夫/S48 吉岡健三、鈴木英雄/S49 大内康伯/S50 神尾正利、小磯達雄、藤原公司
S52 小元亨、米田昌弘/S53 関口清、戸田直人、小池一典/S54 平野弘道/S55 久保田雅之、佐久間洋次、川口秀章
S58 池上明、北野良輔/S59 小林成人/S60 木原慎一郎、野村昭文/S63 堀田達顕/H3 島谷善朗/H5 眞野宏、鈴木亜希子
H9 小林雅洋、小谷庸一/H11 米田眞彦/H12 栗田健一、亀山敏正/H15 吉澤寿朗/18 浅田貢、松下浩之/H19 松岡毅/H21 小川悠太
H25 小山内大真、関洋一郎/H26 竹内佑太/H27 小茄子川智弘/H28 鮎瀬知彦/H31 松本健太郎
女子部：
H20 渡邉千晶、青野ちさえ/H24 貝賀由佳、神前迪香/ H28 立花理央/H31 小田島永佳
以上 60 名 508,000 円（氏名の前の数字は卒業年・敬称略）

◎住所、電話番号、メールアドレス等を変更された方は、必ずご連
絡ください。なお、会員の個人情報は、八景会通信および新年
会・納会等のご案内のみに使用し、厳正に管理しております。
【連絡先】
小池 一典 ☎ 0427-49-5167 携帯 080 5083 1718

◎八景会通信に対するご意見・ご要望は、以下の編集局メンバー
へご連絡ください。
【八景会通信編集局】
北野 良輔 kitaryo519@w4.dion.ne.jp
眞野 宏
hiro.mano@gmail.com

（お急ぎの方はショートメールにてお願いします）

E メール：kazu.54pondhouse@gmail.com
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