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新年のご挨拶 

八景会会長 今井勝巳        

八景会の皆様、明けましておめでとうございます。穏やかな新年をお迎えになったことと存じ

ます。 

昨年は、国外では大きな変革が渦巻きました。また、オリンピックが開催されたこともあり、

改めて国や文化の違いを実感したところであります。 

一方、現役諸君は、秋季リーグにおいて、男子部は２部５位と１ランクアップ、女子部は２部

２位で臨んだ 1 部との入替戦で昇格まであと一歩のところまで善戦しました。いずれにせよ、年

間を通して大きな怪我もなくシーズンを終了出来たことは、ご家族の皆様と共に、ほっとした気

持ちでございます。 

そして、戦績以上に、選手達の意識に大きな変化を発見しました。それは、「共感する力」です。

例えば、一人では乗り越えない困難が有り、その様な時に共に努力をする。同じ目的に向かって

努力する仲間がいれば、それが励みになり乗り越えられる力となり、また苦しい時には、苦しみ

を分かち合うことで辛さが半減し、喜ぶときは共に喜び合うことで歓喜を増すことが出来る。そ

のような市大ホッケー部の伝統である「仲間との一体感」が、ますます醸成されていると感じて

おります。 

最後に、日頃より御支援・御協力を頂いております八景会会員の皆様に感謝を申し上げますと

ともに、本年もご指導とご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

八景会総会・懇親会のお知らせ 

日時： 2017 年 3 月 11 日（土）午後 4 時～7 時頃 

場所： 横浜市大八景キャンパス シーガル会館 

なお、総会に先立ち、現役主催のＯＢ・ＯＧ戦も開催されます。皆さまのご参加をお待ちしております。 

八景会尾道親睦旅行「みはらし温泉」道中記 

S47(1972)年卒 田中 英夫  

◆ 富田幸雄君から、執拗なアプローチ

出席回答の後、９月後半、富田君から、それはそれは執拗なアプローチがあり。 奥さんを広島まで

送り、途中「高坂 SA」で待合わせしたいとのこと。（何でやねん！） こっちは、京都から車で行く予定

をしているので、三原を通り過ぎて、ほぼ広島手前の高坂待合せに、イマイチ合点が行かず。にも関わ

らず、「ガソリン代が一台で済むから！」と再三のアプローチがありました！！富田く～ん！何で！？ 

◆ １０月８日（土）京都駅で吉岡君と

１１時に待ち合わせをし、『新井君が住む南禅寺』に向かう。新井君の毎日の日課は、朝食を済ませた

後の南禅寺～鴨川の５キロジョギングであります。ジョグから帰宅した新井君と三人でお昼と思い向か

った訳でありますが、あいにく外出は無理とのことで、ご自宅にて懇談となりました。吉岡君と新井君

はお互いの大病自慢をしていましたね！ 

ところで、南禅寺の境内には４０いくつの寺（塔頭）があり、新井君の住む『最勝院』が最も位が高いと

か。ちなみに新井君は単なる住人でありまして、ご長男が住職をされておられます。縁結びの松が名物

で、観光客は必ず写メしておられます。お札は、やや高めの値段。さすが～！あとは、愛犬「一休」くん

です！一度、会って見て下さいな。この一休くん、よう噛んでくれますので！！皆さまも、南禅寺記念

に噛まれるのも乙ですな！？ 

◆ 金戒明寺（通称、黒谷さん）って、知ってます？

幕末、松平容保で有名な「京都守護職」があったところで、会津藩士のお墓があります。実は、私の

菩提寺であります。新井君住む南禅寺にはかないませんが、結構、観光客多しであります。 

◆ 黒谷さんには寄らず、一路、名神高速に

実は私、住友生命選択定年の５６歳に、初めて免許を取った訳でありまして、吉岡君はよく私の車に

乗ってくれたと思います。何せ、バックでの駐車が、未だにと言うか、６７歳となっては益々苦手です。 

不安な顔をせず、助手席に乗ってくれた吉岡君に感謝！ 

◆ 途中から山陽道に

富田君とは結局合流せずとなり、お互い

みはらし温泉の到着をあわせるため、一旦、

倉敷で降りることにしました。吉岡君は、何

十年振りとかで、喜んでいましたね！狭い

路地に車を停止し、チョット風情ある喫茶店

でコーヒーなど。そう言えば、お客は年配の

オバサンばっかりであったかと。

その後、集合時間に間に合うように、みは

らし温泉に着く。 
広島・みはらし温泉「夢の宿」にて（後列右から 3 人目が筆者） 

以上、道中記と言うより、京都の南禅寺、最勝院、金戒光明寺、倉敷の紹介に終わってしまいました。 
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～ 現役便り ～ 

男子部は 2 部 5 位へ躍進。女子部は 2 季連続 2 位、入替戦は惜しくも敗れる。 
男子部 女子部 

H28 年 秋季リーグ戦績 

2 部リーグ（B プール） 

●立教大 0-5 ●防衛大 2-3 ●学習院 1-4 

順位決定予選 

○東海大 4-1 

5-6 位決定戦 

○防衛大 1-0      最終結果： 2 部 5 位 

 

 
対東海大学戦（2016/10/30） 

 

H28 年 秋季リーグ戦績 

2 部リーグ（B プール） 

○東海大 5-0 ○津田塾 4-0 △防衛大 0-0 

●武蔵大 0-1 

順位決定予選     1-2 位決定戦 

○上智大 1-0     ●武蔵大 0-2 

入替戦 

 ●成城大 0-0（SO 戦 0-2） 最終結果： 2 部 2 位 

 
対津田塾大学戦（2016/9/11） 

 

宇佐美 柊（うさみ しゅう）新主将より 

来季から主将を務めることになりました宇佐

美柊と申します。まだまだ未熟ではありますが、

全身全霊をかけて精一杯頑張る所存ですので、

何卒よろしくお願い致します。 

来季のチーム目標は、「２部優勝・１部昇格」で

す。新チームはいつにも増して大きく飛躍でき

る可能性を持っていると思っております。私が

入学してから昨年、一昨年と徐々に２部で戦え

るチームになってきました。昨年は若いチーム

でありながらも、３人の４年生の力を借りてよう

やく掴んだ２部５位でした。市大ホッケー部がこ

こまで来ることができたのは歴代の先輩方あっ

てのもので深く感謝しておりますし、同時に責

任も感じております。 

今年は幹部の学年に経験者が１人もおらず、

相当な不安もあります。ですが、部員一同助け

合い、協力し合い、不安をすべて力に変え、目標

に向かって迷うことなく突き進んでいきます。そ

して必ずや目標を達成しますのでご支援のほ

どよろしくお願い致します。 
 

小田島 永佳（おだじま はるか）新主将より 

この度、横浜市立大学女子グランドホッケー部

の主将となりました、小田島永佳です。背番号 12

番、昨年は CB と SW を務めました。 

昨年は「全勝優勝一部昇格」を目標に練習に

取り組んで参りましたが、春・秋共に惜しくも準優

勝、二部残留と悔しい思いをしました。特に、接戦

となり負ける度に地力の差を痛感してきました。

そこで、春からの新チームは基礎の築き直しを徹

底して地力を上げ「目の前の試合に必ず勝つ」、

そして「一部昇格」することを目標に掲げたいと

思います。 

また、新チームは 4 年生が少なく 2，3 年生が

主体となるため、個々の技術力では他チームに

敵わないと思いますので、昨年よりもさらに「チ

ーム力」を大事にしたいと考えております。その

ために、上級生、下級生関係なく意見を言える環

境で、お互いの意見を尊重し、全員で試行錯誤し

ながら成長するチームを作っていきます。 

一年間ご指導ご鞭撻よろしくお願い致しま

す。この姿勢を忘れずに今後も練習に励みま

す。 
 

～ 事務局より ～ 

ホッケーポータル「My Hockey」のご紹介 https://myhockey.jp/ (my hockey で検索) 

「My Hockey」という HP をご存知ですか？ NPO 法人マイホッケープラスが運営する情報サイトです。 

日本代表から小中学生の大会に至るまでホッケーに関するあらゆる情報が掲載されています。 

もちろん、横浜市大が加盟する関東学生ホッケー連盟の情報に関しても、チーム紹介、リーグ戦のスケ

ジュール、そして試合結果が戦評とともにリアルタイムで掲載されています。 

まだご覧になっていない方は一度閲覧してみてはいかがでしょうか。 

（マイホッケーは、上記 HP のほか、Facebook、Twitter もあります） 

 

◆ 平成 28 年会費納入状況～ご協力ありがとうございました～ 

S33 藤森政弘/34 渡邉毅一/35 山本道昌、戸田丈夫/36 中﨑光男、江崎幸男/37 唐木元彦、三浦元秀  

/39 土田眞弘、中島信義/40 平井久司、皆川昌三、橋本 隆/41 仙崎礼次郎、中村 威、大磯武夫、岡田宏美

/42 高松隆幸/43 今井勝巳、榎並健三、加藤直貴、幸田一水、深本国夫、森田 進、明星貴文/44 北川和夫、

杉山照彦/45 高浦清史、伊藤 薫、楠 隆/46 土井正史、楡井直人、佐藤通明/47 青木孝夫、井上 猛、  

富田幸雄、浜川時則/48 吉岡健三、鈴木英雄/49 新井 隆、大内康伯/50 神尾正利、小磯達雄、藤原公司     

/52 小元 亨、手塚正明/53 関口 清/54 平野弘道/55 佐久間洋次/57 大塚博之/58 石川泰裕、北野良輔

/59 小林成人、白坂義道/60 野村昭文/61 輿石純一/62 下田佳樹/63 堀田達顕/H4 大田智幸/5 真野 宏、

山崎真裕/6 下石雄士、藤原崇史/7 佐々木英雄、渡辺基矢/8 森 保人/9 小林雅洋、小谷庸一、中澤照樹  

/11 矢島真樹、米田眞彦/15 吉澤寿朗/19 松岡 毅/21 小川悠太/24 小林千洋/25 関 洋一郎、小山内大真

/26 星 一輝/27 小茄子川智弘 

女子部： H17 宮下(阿部)悠里子/21 小川由里 

     以上 81 名 564,000 円 （12 月 30 日現在、氏名の前の数字は卒業年・敬称略） 

 

現役への支援（グラウンド使用料や試合参加費）、ホッケー協会費、そして本通信のコピー・郵送代等、

八景会の運営は会員の皆様の会費のみで運営されております。現役時代にＯＢ・ＯＧからの寄付金をあ

りがたく受け取っていた時の思いを後輩へ伝えていくべく、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

お振込みは、同封の振込用紙にご住所・お名前・卒業年次を記載のうえ、郵便局の窓口にてお願

いします。 もしくは、銀行・郵便局の ATM をご利用の方は、下記八景会口座にお願いします。 

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 

 

住所、電話番号、メールアドレス等変更された方は、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】 

北川  和夫 ☎&FAX：045-814-2614            E メール：north-river@abeam.ocn.ne.jp 

久保田雅之 ☎045-913-1125 FAX:045-913-1156 E メール：office-kbt@kfa.biglobe.ne.jp 

 

【編集担当】八景会通信へのご意見・ご要望等ありましたら、下記へご連絡ください 

北野 良輔 PC メール：kitaryo519@w4.dion.ne.jp 携帯メール：toqoka10178@softbank.ne.jp 
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