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同窓会会長

山口富蔵

同窓会と絆
コロナ流行の折、如何お暮らしでしょ

うか、お案じ申し上げます。

昭和30年春卒業の山口富蔵が、今年

度より同窓会会長を務めさせて頂く
事となりました。

永らく名会長として市田ひろみ氏が
務められてこられましたこの大役を
この山口がお役を引き継いでまいリ

ます。

私の育んだころは、今から思えば古き時代の女子高等学校の

名残を多く残した学校への思い出の多い世代であります。時
を経て、新しい校舎に建て替えられて今年で20年になると聞
いております。

同窓会も古き思い出と共にあるのも良き事であり、新しき時

代と共に育ち、社会で活躍されている人々の多いのも、この

同窓会であります。
永い伝統と、若き日々の思い出と共にあ冬のが同窓会である
と考えております。

なつかしき思い出だけが同窓会ではありません。同窓会の緑

で古き方々と新しき世代の人々と新しきつながりを得て世間
が広くなるのもその楽しさです。そしてこれも同窓会の役割

でないかと考えております。

今年は、コロナ流行の影響で、例年の時期（春）には開催で
きず、流行収束を見据えての時期（秋）の開催となる予定で
す。今後も毎年、欠かすことなく、堀川同窓会は開催されて
まいります。同窓会は古きを思い、若かりし頃の仲間との絆
を続けて行く事だけでなく、世代の異なる人々との出会いを

大事にして新しき絆を築き新しいチャンスを生み出す会合と

私は信じております。同級生や同年代の人々だけでなくいろ
いろの年代の人々との新しい御縁を結び合うものと考えてお

ります。

今年度の同窓会に大勢の人々が参加されることをお待ちいた
します。

堀川高校校長

橋詰　忍

ご挨拶

日頃は母校の教育活動に対しまし
てご理解とご支援を賜わり、心より
感謝申し上げます。

今般、新型コロナウイルス感染症
拡大という危機的な事態に世界が直
面し、先を見通すことが極めて困難
な状況です。本校でもその影響は大
きく、各種の取組の中止や形態を変
更しての実施となりました。また、

4月18日（土）に予定されておりました第112回堀川同窓会

の開催も見送られたことを大変残念に存じております。その

ような中にもかかわらず、今年度も卒業生6名に対して同窓
会奨学金を授与いただき、誠にありがとうございました。

今年度4月5月は臨時休業期間とし、その間は生徒の健康

状況の把握や学びの保障、心のケアに取り組んできました。
6月より段階的に学校を再開し、現在は一部の学校行事等を

除き、ほぼ通常の教育活動を実施しております。生徒も教職
員もマスクの着用や手洗いの励行、十分な換気に留意し、玄

関前に手洗い場を増設したり、換気用大型送風機を導入した
りしながら、学校での感染拡大を封じることを念頭におきな
がら取り組んでおります。

112年にわたる堀川の歴史において、社会の情勢や生活様

式の変化などに応じた時代の要請を受け、教育のあり方も変
容してきました。どのような状況であれ、先輩方はしなやか
にしたたかにたくましく、高い志を掲げ、目標に向かって学
び、時間を忘れるほどに夢中になり、学生生活を謳歌された
ことと存じます。そのような尊敬すべき先輩方に続き、現役

生はコロナによる影響を受けながらも、挑戦意欲をもち、自

らの学びや活動をとめず前進しております。同窓会のみなさ
ま、応援をよろしくお願いいたします。

今年度より、市田ひろみ前会長が名誉会長となられ、山口

富藤前理事が会長となられました。同窓会のみなさまのご健

康とご多幸をお祈り申し上げるとともに、新しい同窓会体制
のもとで、脈々と紡がれてきた堀川の温かなつながりが引き

続き保ち続けられますことを願っております。今後とも、母
校への変わらぬご理解とご協力を賜わりますよう、心よりお

願い申し上げます。
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令和2年6月1日付けにて、山口富戒理事（高7期）が堀川同窓会会長に就任いたしました。

本来なら、昨年度の同窓会にて披露する予定でしたが、新型コロナウイルス感染蔓延に伴い、昨年度の同窓会は中止とな

りましたので、この誌面にて会長交代を披露させていただきます。

尚、堀川同窓会ホームページには、すでに、この異動を掲載させていただいております。

【人事異動】令和2年6月1日付け

山口　菖蔵（高7期）

市田ひろみ（高3期）

∠ゝ
ヱ言

山口　富戒
京菓子司　末書会長

名誉会長

市田ひろみ
服飾評論家・エッセイスト

（新）　　　　（旧）

会　　長　　　理　　事

名誉会長　　　会　　長

堀川同窓会事務局

（会長を務めるにあたり）

この度、「市田ひろみ」前会長の後を私「山口富戒」がお引受けする事となりました。

この歴史ある「堀川同窓会」の会長という大役を今年度より務めさせて頂きます。

私事ですが、私の長姉はこの歴史ある京都市立堀川女子高等学校の卒業生です。私にとって

は小さい頃よりこの「堀川高女」は親しみのある学校であり、私の暮しの中では戦前より続く

堀川高校の歴史が心の中で強く大きく存在する所です。

堀川高女の時代より続くこの学校の同窓会の歴史を心の中で強く感じている所です。

戦後の新制堀川高校の長い歴史と共に堀川高女の伝統をも知る者の一人として、この同窓会

の長い歴史を少しは、また身を持って体感してきた者として、その伝統とその意義を強く心に

残しております。

堀川高校の歴史、意義、心を多くの方々の力で伝えられて来たものを大切に継ぎ、堀川高校

の心を大切にして、これをいつまでも継続していくために少しでもお役に立てる様に努力いた

したい思いでおります。

堀川高校の校区は京都＝「都」を中心として平安京を伝えるものです。「京」を伝える同窓会と

して、その心を大切にしてまいりますので、よろしくお願いいたします。

（同窓会会長の役割を終えて）

務めさせて頂いた堀川同窓会会長を卒業した。2年毎に更新しつつも17年の年月、全卒業生

約3万人の大所帯をまとめつつ、いろんなイベントを実行した。百周年、百十周年という記念

すべき年も捗り、私達の母校が素晴らしい伝統校としての役割を果たしてきたことに改めて誇

りを持った。

この百年というのは、学校にとっても生徒にとっても教員にとっても長いものだ。時代は大

きく変わって行く。寺子屋から、小学校、国民学校から高校教育の足早な変化に堀川高校は国

家の方針にいち早く立派に進化した。

同窓会は大きな意味を持たせてくれた。私の役割は、同窓会と共にあった。

堀川高校同窓会の役員会メンバーがよく協力してこの大きな役割をまとめてくれた。とても

うれしく思う。

次期会長として「山口富戒氏」がその役割を引継いでくれる。

堀川同窓会はこうして手から手へ守り伝えられてゆく。若い卒業生も同窓会の力となって歴

史ある同窓会を守り育ててほしい。

本日を以て、会長職を退くが、今後も微力ながら、同窓会の発展に協力し見守っていく所存です。

皆様、本当に有難うございました。

同窓会のご発展をお祈りいたします。

【同窓会よりお願い】

同窓会では全会員25．000名への同窓会報の発行をはじめ様々な活動を行っておりますが、すべて、無償ボランティア

活動として行っております。

昨今、皆様方からの協力金が激減し、運営資金が極めて厳しい状況にあります。

同窓会では、運営資金不足解決のため、来年以後、会費制への移行を検討しておりますので、何卒、ご理解、ご賛同

頂けますようお願い申し上げます。
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堀川同窓会のあゆみ
堀川同窓会は本年113回を迎えます。

堀川同窓会の発展にご尽力いただきました市田ひろみ前会長の功績とともに同窓会のあゆみを紹介いたします。

昭和から平成にかけて、故今村要道氏（高2期、昭和25年）が長年同窓会会長として堀川同窓会発展に尽力されてきました。空白の

時代を経て、2003年、矧l旧窓会は永年の休息から目覚め、100周年を迎えるにあたり、同窓会組織の再構築を決議しました。

その命を依頼された高21期の同窓生有志は、市田ひろみ氏を会長に据え、高等女学校同窓生をはじめ全学年の代表を集め、100周年

を目指し同窓会組織の再構築を開始しました。

【堀Jl‖司窓会近代史】

2003年4月

2003年9月

2004年11月

2005年3月

2005年12月

2008年4月

2014年4月

2015年4月

2016年4月

2016年9月

2017年4月

2018年6月

2019年4月

2020年3月

2020年4月

100周年を視野に準備室結成

市田ひろみ（高3期）会長就任

副会長4名を選出し同窓会組織確立

堀川同窓会名簿編纂（初版）3．666冊販売

100周年プレイベント開催「小椋佳コンサート」

100周年記念同窓会開催「佐渡裕コンサート」於：京都コンサートホール

106回同窓会を高25期が実行委員となり運営しました。

この年より「同窓会を還暦の学年が運営する！」が開始されました。以降、この

還暦バトンは現在に受け継がれています。

107回同窓会開催（高26期担当）

108回同窓会開催（高27期担当）

同窓会組織改定（現組織）

109回同窓会開催（高28期担当）

110回記念同窓会開催（高29期担当）

「葉加瀬太郎コンサート＆懇親会」於：京都ロームシアター／みやこめっせ

111回同窓会開催（高30期担当）

堀川同窓会名簿第4版発行

112回同窓会（高31期担当）は新型コロナウイルス蔓延により中止となりました。

113回同窓会は本年9月に開催し、高31期が順延担当します。従って、今後、「還

暦＋1」学年が同窓会を担当することになります。

赤破線枠内が堀川同窓会

堀川同窓会

1997年

堀川音楽高校設立

1948年

堀川高校設立

1908年　　　　　l

堀川高等女学校設立　I

芦 　堀川高等学校 

r－－－－－■■■－■■ヽ 雷　　l 8　　l 

馴高等学校；音楽科： 　　Bl 　　Dl 　　L一日＿＿＿＿＿＿■ 

堀川高等女学校（前身） 

※堀川音楽高校設立以前の堀川高校音楽科は「堀J川司窓会」に含まれます。

※堀川音楽高校同窓会は、堀川音楽高校＋堀川高校音楽科で構成されています。

－－＝藍‾▲－■ 
－　　　【　　　＿1－ 

日　会長／名誉会長】 � �事務局 � 

l　副会長　l 

理　事 

監　査 

当年実行委員長

（還暦学年）

堀川高校／堀川音楽高校

現職校長

経年実行委員

実行委員経験者は

次年度以降役員会に所属

【堀川同窓会組織】2016年9月改定

※理事会は、会長、副会長、理事、事務局、監査から構成きれます。
※役員会は、理事会と同窓会実行委員と現職校長で構成されます。

※毎年、還暦を迎えられる学年から当年実行委員長を連出します。

※実行委員経験者は、次年度より、経年実行委員となり役員会に所属します。

※理事会、及び、経年実行委員は、当年実行委員会を支援します。
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昨年来、新型コロナウイルスとの戦いが続いています。

高30期の新実彰男さん（111回堀川同窓会実行委員）は最前線の医療従事者として活躍されており

ます。今般、同窓会報に向けて新型コロナウイルス感染症について熱く語っていただきました。

新実彰男（高30期）

名古屋市立大学大学院医学研究科呼吸器

名古屋市立大学病院　病院長補佐

日本呼吸器学会理事

中国湖北省の武漢市からまたたく間に世界へ飛び火した新型

コロナウイルス感染症（COVID－19）は、現在も各国を席巻して

います。今しばらくは続くであろう「withコロナ」の時代をどう

過ごせば良いか、考えてみたいと思います。

⊂OV旧－19の経緯

2019年の大晦日に武漢市から原因不明の肺炎の多発が報告さ

れ、その原因が新たなコロナウイルスであると翌週に発表され

ました。そして1月16日には武漢から帰国後に発症した日本初

の患者さんが確認されました。その後海外からの帰国者や来日

者の発症だけでなく、国内での感染が日本各地に拡大しました。

3月以降は都市部を中心に感染者が急速に増加し、ほぼ日本

全域に拡がって第1波が到来し、政府は緊急事態宣言を発出し

ました。集団発生（クラスター）の解析に基づく感染の拡大防止

対策として「密閉・密集・密接」の3密の回避や、さまざまな

活動の自粛が国民に呼びかけられました。

その結果患者発生は減少しましたが、制限の緩和に伴い7月

以降感染者が再び急増し、より大きな第2波が生じました。そ
のピークを過ぎた後も第1波の後ほどには感染者数は減少せず、

11月下旬より第3波、2021年春からの第4波、夏からの第5波

とより大きな感染拡大をきたし、政府は緊急事態宣言やまん延

防止等重点措置の繰り返しの発出を余儀なくされました。

⊂OVID－19の特徴（表1）

原因となる病原体は風邪の原因となる「ウイルス」の仲間に

属し、SARS－CoV－2と命名されました（感染症［病気］の名称が

COVID－19、ウイルスの名称がSARS－CoV－2です）。このウイルス

に感染した人が咳やくしゃみ、大声を出すことなどで口から発

せられる飛沫（しぶき）の中に含まれたウイルスが周囲の人に感

染します（飛沫感染）。これがCOVID－19の主な感染経路です。

また、飛沫は水分を多く含むため比較的重く空気中には漂いに

くいので、短時間で落下しますが、落下する前に飛沫が乾燥す

ると水分を失って軽くなった飛沫の中のウイルスだけが空気中

に数時間滞留します。この空気を吸って感染するのがエアロゾ

表1　⊂OVID－19の特徴

病原体　新型コロナウイルス（SARS－⊂0V－2）

●感染経路飛沫感染が主体、接触感染、エアロゾル感染もあり。
潜伏期～発症初期に伝播する

●潜伏期間1～14日間。多くは曝露してから5日程度で発症

●初発症状発熱、倦怠感、咽頭痛など風邪と類似した症状が主体
ほかに嗅覚・味覚障害、下痢、皮疹など

●臨床経過多くは1週間程度で軽快
呼吸不全への進行、心筋梗塞、脳梗塞、肺血栓塞栓症などの
合併あり

●重症化因子高齢（65歳以上）、肥満（BM130以上）、慢性閉塞性

肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、脂質異常症、
喫煙など

●感染症法指定感染症

免疫アレルギー内科学　教授

ル感染です。さらにこのウイルスは、紙の表面で1日、金属で

2日、プラスチックでは3日程度生存するため、感染者の周り

のウイルスが付着した環境や物品に触ってしまい、その手が

口、鼻、眼などの粘膜に触れることで接触感染する可能性もあ

ります。

COVID－19は潜伏期間が長い上、感染者は症状が現れる数日

前からウイルスを排出するため、感染に気づかずに行動し周囲
に感染を拡げてしまう危険性があります。患者の約半数は無症

状の感染者から感染したとの報告もあります。また症状が現わ

れても、COVID－19に特徴的とされる嗅覚・味覚障害（匂いや

味がわかりにくい）は患者さんの1割程度にしか見られず、発

熱、倦怠感、のどの痛みなど風邪と区別がつきにくい症状が多
いのです。約8割の患者さんは、このような軽い症状のまま1

週間程度で回復・治癒しますが、約2割の患者さんは肺炎が

急激に悪化し、一部では集中治療室での管理が必要になります

（図1）。ただしこの図は中国での流行初期（2020年2月まで）

の経験に基づくもので、国により医療体制やレベルが異なるこ

と、現在はデータ集計時から1年半が経過して診療経験が蓄積

され、ワクチン接種の拡大や治療薬の進歩も見られていること

から、図1は参考までにご覧下さい。

重症化の危険因子として高齢（≧65歳）、肥満（BMI［肥満度指

数］≧30）、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、

心血管疾患、脂質異常症、喫煙などがあります。種々の持病や
その治療により免疫力が低下している方も要注意です。

P〔R検査はどこまで有効か

臨床症状やCT画像などの検査でCOVID－19を他の疾患と区

別することは難しく、SARS－CoV－2の感染確認が必要です。

検査の方法には遺伝子検査（RT－PCR、LAMP法等）、抗原検査

（定量、定性）などがあります。最も信頼性の高い検査はPCR検

査ですが、緊急性の有無や医療機関の検査体制などにより精度

はやや劣るが結果が早く出るLAMP法や、検査機器が不要で簡

便かつ迅速な抗原検査と使い分けます。COVID－19を強く疑う

場合や、感染者との濃厚接触者にこれらの検査を行うのは当然

図1新型コロナウイルス感染症の経過

箪軍曹撼－1洞膿

約80％
軽度の嚢虫治■

11聞～10日

約20％

人工職tlなど

10日収■

約5％

二二二二二∵一一－－¶一一一一一一一軍丁汎一冊＝

嬢　　　　　　　　　　　　　1動静鶴　　10日輪

新型コロナウイルス感染症（⊂OV旧－19）診療の手引き第4．1版より引用

中国における約4万症例の解析結果を参考に作成（Wu．JAMA2020）。

年齢や基礎疾患などによって、重症化リスクは異なる点に注意。
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ですが、それらしくない方にもCOVID－19を否定するために検

査をすることもあります。手術の負担による発症・重症化を避

けたい術前の患者さんや、妊婦さん、さらに院内感染防止のた

め入院する全ての患者さんにまで対象を拡げている医療機関も

あるなど、検査の実施状況は施設により様々です。

COVID－19の検査に限らず、そもそも検査は万能ではありま

せん。PCRが陰性だから絶対大丈夫、とは言い切れないことは

認識して下さい。

⊂OV旧－19にどのように対応すべきか

第1波の際には、諸外国でのロックダウン（都市封鎖）までに
は至りませんでしたが、行動の自粛が強く求められました。し

かし様々な規制や自粛による社会生活や教育、経済活動の停滞

など、長期間継続する難しさや不利益も明らかになりました。

従ってCOVID－19を意識しながら生活を送る「withコロナ」の

新たな暮らし方を私たちは模索していく必要があります。では
「自分でできること」には何があるのでしょうか？3つのポイ

ントを述べます。

1）日常生活の中の感染予防：マスク（飛沫感染の防止）、手洗い

（接触感染の防止）、換気（エアロゾル感染の防止）

日頃から心がけるべきことは外出時のマスク着用、こまめな

手洗いと清潔な環境整備、居室の換気です。中でもマスクは、

COVID－19の主な感染経路である飛沫感染に対して有効性の高

い予防手段です。

インフルエンザは主に咳やくしゃみなどで発生する飛沫を介

して感染します。一方、COVID－19の特徴は、インフルエンザ

など従来のウイルス感染症とは異なり、発症前、つまり咳など

の症状が出始める前に感染性のピークがあることです。コロナ

以前の時代には、咳などの症状がある人には医療機関などに立

ち入る際に咳やくしゃみをマスク、襟、ティッシュなどで覆う

「咳エチケット」が推奨されました。これは発症した人が感染

源にならないための方策ですが、COVID－19は無症状でも感染

性を示すため、咳エチケットだけでは他人への感染を防止で

きません。そこで世界保健機構（WHO）は、これまで症状のない

（一見健康な）人では感染を予防できる根拠がないとしていた

マスク着用に関する指針を大幅に変更し、症状の有無によらず

公共の場で全ての人がマスクを着用する「ユニバーサル・マス
キング」を推奨すると発表しました。「自分が感染者であった

場合、周囲の人々にウイルスを広げない」ために、マスクを常

に着用する考え方です。

SARS－CoV72は唾液にも多く排泄されるため通常の会話でも

飛沫が発生し、特に大声を出すと飛沫が大量に遠くまで飛びま

す。従って咳やくしゃみがなくても感染が広がりうるのです。

実際にクラスターの発生は、カラオケ、ライブハウス、合唱団

など大声を出す、歌うなどの場所に多い一方で、声を出すこと

が少ないパチンコ店などでは少ない傾向が見られています。

感染を受ける側からも、マスク着用により曝露ウイルス量を

減らすことで感染しても重症化が防げる可能性もあるので、マ
スク着用は重要です。日本には元々インフルエンザの季節に無

症状の人を含めてマスクを着用する習慣があり、ユニバーサ
ル・マスキングの考え方に抵抗が少ないと思われますが、かか

る習慣のない国や地域ではこの考え方に抵抗がある人もまだ多

いようです。

なおマスクの種類によって有効性が異なることが知られてお

り、不織布マスクの効果が最も優れています（図2）。フェイス

シールドの飛沫防止効果は低いですが、眼（結膜）からの感染防

止には有効です。マスクは適切に着用しないと効果は期待でき

ないので、口だけではなく鼻まで覆うなど正しく着用しましょ

う。ただし屋外などで周囲に人がいない状況ならマスクの着用

は必須ではありません。

手指を清潔に保つことは、COVID－19に限らず多くの感染症
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（接触感染）から身を守る（自分が感染している場合は周囲の人

や環境にウイルスを渡さない）ための基本です。石けんと流水

できちんと手を洗うには20～30秒ほどかかりますが、時間を

惜しまず、まんべんなく丁寧に洗って下さい。最近は短時間で

消毒ができる速乾性アルコール手指消毒薬が、多くの施設の入

口に設置され、家庭用や携帯用のものも市販されています。ま

た生活空間や職場の環境はきちんと整頓し、多くの人がよく触

れる場所は定期的にふき掃除しましょう。
エアロゾル感染はCOVID－19の主な感染経路ではないとされ

ますが、定期的な室内の空気の入れ換え、換気は心がけて下さ

い。医療機関で患者さんがエアロゾルを発生するような治療、

処置が行われる場合は、徹底した空気予防策が行われます。

図2　マスクやフェイスシールドの効果
（スーパーコンピューター「富岳」によるシミュレーション結果）

国立大学法人豊橋技術科学大学PressRelease（2020年10月15日）より引用

2）感染リスクを避ける行動

換気の悪い密閉空間、手の届く距離に多くの人が密集する環

境、近距離で大きな声で会話したり歌を歌ったりする密接な状

況では先に述べた飛沫・接触・エアロゾル感染を起こす危険性

が高く、これらの要因が重なるごとに危険度が増します。「3

密」は新たな造語ですが、密閉・密集・密接の回避という感染

拡大防止策を表す的確な用語です。
一方「ソーシャル・ディスタンシング」とは人との距離を保

つことであり、アメリカ疾病予防管理センター（CDC）は、「周

囲の人々から少なくとも2メートル空ける」「集団で集まらな

い」「込み入ったところから離れ、大きな集まりを避ける」を推

奨しています。CDCは「2メートル以上」、WHOは「1メート

ル以上」、厚生労働省はその間をとって「できるだけ2メートル

（少なくとも1メートル）」の距離を空けることを推奨していま

す。これらの距離は飛沫の最大飛行距離から算出されたもので

す。飲食店など多くの施設が感染防御対策をとって営業してい

ますが、利用者側もルールをしっかり守って感染を発生させな

いように努めましょう。発熱があれば外出や入店を控えること

も他人に感染を広げないために大切です。

3）自らの体調管理

体調を崩さないように規則正しい生活を送ることも重要です。

持病のある方は、病気をきちんと管理しておきましょう。健康

な方も不摂生を避け、体力を維持しましょう。安心して過ごす

ためにも、毎日の検温や体調に気を配るなどで、身体に問題が

ないことを確認しましょう。高齢の方、持病のある方は不安か

ら自宅に引きこもりがちになり、テレビをつけてもCOVID－19

の報道ばかり。ますます恐怖心が高まり、気分が沈んでしまっ

ていませんか？人出の少ない時間や場所を選んで時々は外出

し、散歩や軽い運動などで身体を動かして気分転換をはかるこ

とも大切だと思います。

終わりに

「withコロナ」の時代をどう過ごすか、注意点を述べさせて

いただきました。ワクチン接種率の上昇や抗体カクテル療法な

どの治療薬の効果に期待し、堀川同窓会で皆様とお目にかかれ

る日が早く来ることを祈念して、稿を終えたいと思います。



昨年、ネイビーズアフロが大きなタイトルを獲得しました。

NHK上方漫才コンテストは、NHK大阪放送局主催で毎年春に開催される若手上方漫才家のための演芸コンクール、

若手お笑い芸人の登竜門！とぎれています。歴代優勝者にはお笑い界のビッグネームが並びます。

今後の、ネイビーズアフロの活躍に期待しましょう！

優勝した「ネイビーズアフロ」のみながわ（左）と、はじリ

1971年に始まり、2020年には50回目を迎えた歴史あるコンテスト

初代チャンピオンは、コメディーNo．1

1971コメディ　No．1

1972　中田カウス㌧ボタン

1976　オール阪神。巨人

1978　大木こだま・ひかり

1981太平サブC十・シ⊂い…

1984トミーズ

1988　非常階段

1994　ますだおかだ

2000　キングコング

2004　笑い飯

2008　とろサーモン

2010　銀シャリ

2011スーパーマラドーナ

2012　かまいたち

2013　ウーマンラッシュアワー

2014　和牛

2015　アキナ

「元‾16ミキ

を2017　ゆりやんレトリィバァ

2018　アインシュタイン

「∵W叩W

≧2019　さや香

2020　ネイビーズアフ0

上方漫才コンテスト「ネイビーズアフロ」が初栄冠　京都市出身、2011年結成のコンビ

京都市出身の漫才コンビ「ネイビーズアフロ」が、30日放映された第50回NHK上方漫才コンテストで優勝した。ともに市

立堀川高校出身のみながわ（28）と、はじり（28）が2011年に結成したコンビで、初の栄冠となった。

2人は「関西や全国の賞レースで決勝までは行かせていただいていたが、優勝がないままここまできました。もしかしたら

何も取れへんのかというあせりも出てきた芸歴だったので、この賞を取らせていただいて、すごく安心しました。このまま頑

張ります」と誓った。
京都新聞　2020年10月30日掲載

そして、連覇！NHK上方漫才コンテストと並ぶ上方漫才の2大タイトルである

上方演芸界でもっとも長い歴史をもつ漫才コンテスト『上方漫才大賞』が、4月10日「クールジャパンパーク大阪

TTホール」（大阪市中央区）で開催。その新人賞をお笑いコンビ・ネイビーズアフロが受賞した。

今回で56回目を迎える同大会。新人賞はコンビ結成10年以内で活

躍する漫才師が対象で、同コンビは2017年より4年連続でノミネー

トされるも結果は振るわず、涙をのんできた。そしてラストイヤー

となる今年、5回目で悲願の新人賞を獲得。2020年10月に優勝した
『NHK上方漫才コンテスト』と合わせて2冠達成となった。みながわ

は「関西にいるからには『上方』の2文字がつく、お腹の底からほ

しかった賞なので、めちゃくちゃうれしかったです。生放送で家族

が見てくれている瞬間に賞を獲りたいと思っていたので、それも果

たせて本当に感無量です」と感慨深げ。相方のほじりも「今年がラ

ストイヤーだったので、滑り込みセーフ。今後、関西で漫才をやっ

ていくうえで絶対に獲りたいと思っていました。僕らの名刺の一番

上に書きたいと思います」とよろこびを噛みしめた。このほか、大

賞をかまいたち、奨励賞をプラス・マイナスが受賞した。

Lmaga．jp　4月11日掲載
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雫定 、’こ警

つ
「

『第56回上方漫才大貫』で新人賞を受賞したネイビーズアフロ



堀川高校関係者の皆様、こんにちは。我々は吉本興業所属の漫才師として活動しております、ネイビーズアフロと申しま

す。皆侶勇気（みながわゆうき）、羽尻紘規（ほじりひろき）による2人組で、共に堀川高校の10期生です。高校を卒業し

て共に神戸大学へ進学し、学業の傍ら吉本興業のオーディションに合格して、2011年から活動を続けています。

この度、先立って行われました「NHK上方漫才コンテスト」という大会で優勝することができ、このページで皆様への

ご報告の機会を頂きました。

この大会は、芸歴10年以内の芸人に参加資格がある、今年で第50回を数える歴史ある大会です。過去には名立たる先輩方

が受賞されており、いわゆる若手芸人の萱竜門です。このような類の大会は大阪でいくつかあり、我々も兼ねてより挑戦し

続けていたのですが、なかなか優勝には手が届かず、時には準優勝という結果で涙をのんでいた日々でした。どうしたら優

勝できるのか？試行錯誤しながら、日々劇場に立ち続け、ネタ作り、稽古を重ねました。見た目にインパクトのある芸人さ

んが多い昨今、取り立てて特徴の無い見た目の2人がどうすれば印象に残るのか？どうすればたくさん笑って頂けるのか？

他の漫才師には出せない、僕達だけの魅力はどこにあるのか？日々問い続け、つくった漫才のネタは400本にものぼります。

そんな中今回ようやくトロフィーを手にし、その様子をテレビでの放送はもちろん、様々なメディアで世間の皆様に伝え

て頂きました。堀川高校の同級生はもちろん、先輩や後輩、さらには先生や、堀川高校のOBである門川京都市長からもお

祝いの言葉を頂戴しました。「お笑い芸人になったからには、有名になって、母校の皆様にとって自慢の存在になるんだ！ム

今回、その目標をほんの少し達成することができたのかな？と嬉しく思っております。

我々も来年で芸歴10年という一つの節目を迎えます。最後に今後の具体的な目標について書かせて頂きたいと思います。

神戸大学出身ということで、いわゆる高学歴芸人としての肩書きでテレビに出演させて頂く機会が、ありがたいことに2020

年から増えて参りました。わかりやすい所で言えば、クイズ番組など、さらに出演できるテレビ番組を増やして、よりたく

さんの皆様の目に留まるよう、頑張って行きたいと思います。さらに、皆様がご存知であろう、日本一の漫才師を決める「M
－1グランプリ」でも活躍できるよう、コツコツと精進して参ります。そしてその傍ら、我が吉本興業には「劇場」という

素晴らしい場所があります。日本全国によしもと直営の劇場があり、毎日のように漫才師達が生の笑いを届けています。テ

レビには決して映らないのですが、そこには先人連がつくりあげて来た、素晴らしい上方のお笑い文化が息づいています。

漫才師としてこの世界の門を叩いたからには、この劇場にある「伝統」の継承者でありたいと、我々は強く思っています。

テレビに出て皆様に知って頂き、「あの人達を観に行こ

う！」と劇場に足を運んで頂く。そこで劇場の魅力に

気付いて頂いて、この素晴らしい上方芸能を後世に引

き継いでいく。今は大それた言葉に聞こえるかも知れ

ませんが、信念を貫けば必ず実現できると思っていま

す。皆様には、是非その姿を親近感と共に見守って頂

きたいです。そして、期待を込めて我々を応援して頂

ければ幸いです。今後も毎年の同窓会に、我々の漫才

で花を添えることができたら、この上ない幸せです。

今後とも、よろしくお願い致します。

皆川勇気

皆川勇気さん（高63期）プロフィール 羽尻紘規さん（高63期）プロフィール

生年月日：1992年9月22日

身長／体重：182cm／62kg

血　テ夜　型：A型

出　身　地：京都府京都市
趣　　味：カラオケ、フルマラソン（3時間44分）、サッカー

特　　技：ミスチル、コブクロの曲は全曲歌詞なしで歌える
出身／入社／入門：2010年NS⊂大阪校33期生

生年月日：1992年7月16日

身長／体重：169⊂m／59kg

血　さ夜　型：O型

出　身　地

趣　　味

京都府京都市
AKB48等アイドル全般、バドミントン、卓球、

ゲーム（太鼓の達人）
特　　技：暗記
出身／入社／入門：2010年NSC大阪校33期生

ネイビーズアフロ（NAVYSAFRO） � 

メンバー　みながわ、ほじり �現在の活動状況　テレビ、ライブなど 

別　　名　ネイビーズ �芸　　種　　　　漫才、コント 

結成年　2011年 �ネタ作成者　　　両者（2人で相談しながら作成） 

事務所　吉本興業 �現在の代表番組　さや香・ラニーノーズ・ネイビーズアフロのバツウケティナーR 

活動時期　2011年12月－ �同　　期　　　　コロコロチキチキペッパーズ、力三ナリ、男性ブランコ、 

出　　身　吉本興業の劇場オーディション �霜降り明星、ゆにば－す、ハナコ 

出会い　京都市立堀川高等学校の同級生 �Wikipediaより（202り3／1現在） 
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「幸せへのお手伝い」ご結婚を応捜します

堀川同窓会婚活倶楽部発足

この度、同窓生およびそのご家族・ご親戚のためにご結婚のお相手探しをさせていただこうと、堀川同窓会婚活

倶楽部を発足致しました。

将来、共に人生を歩んでいこうという人と出会いたい、そんな想いに微力ながらお手伝いをさせていただきます。

当倶楽部の運営は、ご結婚を希望される応募者が男女とも10名程度になりましたら、婚活パーティーを開催し、

その交流の中で、後日、お会いしたいお相手がおられましたら、そのお見合い（デート）の仲介をさせていただく

ものでございます。

特色としては、堀川同窓生約25，000名のご本人、ご家族、ご親戚同士に限定した出会いの会としていること、

また、婚活対象者が真筆にご結婚を望んでおられることを受けて、同窓生が申込みいただくこととしており、

ご提出書類の内容については同窓生が責任をもって行っていただくこととしております。

今後、良縁を積み重ね、本倶楽部を発展させていきたいと思っており、どうぞ、数多くのお申込みをよろしく

お願い申し上げます。

なお、申込者が少ない場合は、婚活パーティーを開催しない場合もありますことをご承知くださいませ。

C）婚活対象者　　同窓生本人、同窓生の子、同窓生の兄弟、同窓生の孫、同窓生の甥・姪

○提出書類　・申込書（同窓生）
・プロフィールシート（婚活老）

○費　　　用　・申込費用　無料
・婚活パーティー等参加費用　実費負担（1万円程度を予定しています。）

詳細につきましては、堀川同窓会HPまたは下記担当者宛お問い合わせをいただきますようお願い申し上げます。

婚活倶楽部担当　　上田　　孝　090－7493－2455

事務局　　　　　　大八木一議　090－3618－9118

東上∵＼′
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‾‾－、爪ノーL二二二二二＝≡一軍　　　　　一昨年発足し、年1回のコンペを予定しています

HGC（堀川同窓会ゴルフ倶楽部）ですが、昨年はコ

ロナ禍によりHGCコンペを中止いたしました。

ただ、ゴルフは屋外スポーツであり3密を避けられることか

ら、HGC会員からの要望もあり、懇親会（表彰パーティー）を

実施しない大会として記録会を昨年10月に実施いたしました。

本大会は中止とし記録会として実施しましたので、全ての成績

は参考記録に留めるといたしました。よって、優勝トロフィー

は第1回HGC大会優勝の中村玲子さん（高25中村一郎奥）が継続

保持することとなります。

HG⊂記録会　京都大原パブリック　2020年10月10日（土）

＼、＼＼、、、　　　本年は、2021年11月27日（土）に開催いたします。

同窓生多数お誘い合せご参加お願いします。

お問い合せ・申込み方法は最下段参照

順位 �氏　名 �卒期 �0UT �IN �GROSS �HD〔P �NET 

1 �北村　一二 �高26期 �46 �45 �91 �16．8 �74．2 

2 �佐々木健次 �高26期 �47 �52 �99 �24．0 �75．0 

3 �金田　　誠 �高33期 �41 �48 �89 �13．2 �75．8 

4 �大八木一轟 �高26期 �55 �56 �111． �33．6 �77．4 

5 �村上啓衣子 �高32期 �48 �43 �91 �10．8 �80．2 

堀川同窓会ゲルメ倶楽部発足（HEC）

き警雷

HGC（堀川同窓会GOLF倶楽部）発足と趣旨は同じく、堀川同窓会を発展させるサテライト組織として、堀川グルメ倶楽部

（以降、HECと表記）を発足させました。

京都の有名店、星付とか名前はよく知っているし京都人なら是非行ってみたいけれど、高そうだし、行くチャンスもな

く、これからも行けそうにないお店、また、とてもリーズナブルでお得感満載のお店。

このようなお店で、同窓会会員と食事し親睦の輪を広げることによって、堀川同窓会の発展に繋げたいと考えています。同窓会役員

会にはグルメに精通しているメンバーも多く、この企画を立ち上げました。

第1回（HEC先行調査施行）で京料理老舗料理旅館である炭屋さんで食事会を行いました。炭屋の女将さんと同窓会理事の林道子

（本34）さんが懇意であることにより林さんの紹介で実施しました。

京料理　炭屋（挺屋町三条下る）林理事とHE⊂メンバー　　　　　　八寸・強い肴、

名物鯖寿司とメインディッシュのフィレ肉 椀物はハモ、〆は松茸ご飯

【活動内容】

お店のジャンル

和洋中などジャンルは問いません。

お店の選定

HEC会員のリクエスト、伝、紹介で

決めます。

開催サイクル

春夏秋冬年4回を予定しています。

目　　的

会食を通じて、会員の親睦を図る。

情報交換し同窓会発展に寄与するこ

とです。

参加方法

会員登録された方に、案内メールを

発信いたしますので、ご希望の企画

にご参加ください。

草ルフ（HGC）・グルメ（HEC）会員暮
ゴルフもグルメもまだ始まったばかり、これからの組織です。

ご興味のある方は会員登録してください。（下記いずれかの方法で会員登録してください。開催案内情報を

送付します。）

①同窓会ホームページから登録　http：／／horikawa－dosokai．COm／

④同窓会メールで連絡　horikawa＿dosokai＠yahoo．COjp　へメールしてください。

③同窓会事務局へ電話（大八木：090－3618－9118）

－9－



オリンピック2020で見事銅メダルを獲得した
山西選手を帯え、その功績をともに分かち合い、
素晴らしい会になるよう準備を進めていまれ
新型コロナウイルス感染症には万全の対策を
施しています。ご安心なさってご参加ください。

まにおかれましては、

となってしま

し上げます。

い、ご予

りますが、オ◆リンピッ

ビック陸上、競歩

力を出し切損
山西選手が堀川高壌蚕学艶簿の

芸雷撃覿呈賽震…雲
また、音楽科q寧甲田維晶語・未

げます。

だいていた会員

ヤーだよ．！堀川

を加え、さらに

した山西利∃

…得・し、同時

道を導き

転漣そうです。

素晴らしかったオリンピックに思いを馳せながら、

をお待ち・しております。

こととお慶び申

った昨年度から、同

したいと思います

背にス＼クートか

深

らとご案内申し上

す。多数のご参加

13回

敬具

堀川同窓会　美行委員会
夷行委員長　吉村　伸（高31期卒）

副実行委員長　中井いづみ（高31期卒）

日時：2021年11月20日（土）11：30受付正午問宴

会場：ホテル日航プリンセス京都諾慧莞諾塩より徒歩5分

会費：7，000円蓋志望；霊芸事望芸童謡詣讐歪篤志孟警警亨。●検温等・

＊お申し込蒸磯別紙「FAX申込み書」をご覧の上、内容に沿ってお申し込みください。

新型コロナウイルス感染症対策について万全を期しますが、情勢によっては再度の延期や

中止ほか、大幅に形を変える場合もございます。あらかじめご了承ください。

その際には、ホームページに掲載するとともに、申込者にご連絡し返金対応いたします。



式次第（予定）

11：30　受付

12：00　開会

船越康平氏による講演　堀川賞授与式
13：00　乾杯　歓談復

田代晶子・兼松玲子姉妹によるピアノ連弾演奏
14：45　閉会

船越康平監督
1973年　京都市生まれ（47歳）

大学卒業後　都内出版関連会
社勤務。陸上競技選手として
活躍。J－CAよりアフリカ・ジ
プティ共和国へ3年間派連。
現地陸連のコーチ兼テクニカ
ルアシスタントとして．世界

陸上カナダ大会・フランス大
会他、多くの国際大会にス
タッフとして参加した。帰国
後、京都で国語科教員とな
る。
2∝旧年　堀川高校へ赴任　～

2016年　陸上競技部顧問。

顧問として山西選手を指導。
卒業後～現在も、直接・間接
のアドバイスを続けている。

現在、京都市立京都工学院高
校教頭。

田代晶子（高20音）
1968年堀川高校音楽科を卒業後、京都市立芸術大
学・ウィーン国立音楽大学を卒業。
大阪芸術大学、京都市立京都堀川音楽高校で後進の
指導。
現在は京都音楽院講師。
ソロ、連弾デュオ、室内楽、オーケストラとの共
演、伴奏などで活動。

兼松玲子塙23音）
1972年京都市立堀川高校音楽科を卒業後、京都市立

芸術大学音楽部を1976年卒業。
1977年～81年オーストリア・ウィーンへ官学。国立

芸術学校ピアノ演奏学科を優秀賞を得て卒業。
、ノ　ラジオ大阪、KBS京都で音楽番組のパーソナリティを

務め、「音楽的好奇心」に磨きをかける。京都新人
音楽家選奨を受ける。

オリンピック2020出場「山西利和」選手　見事銅メダル獲得！

講演いただく船越先生の

教え子である山西利和選手

（堀川高校平成26年卒66

期）は、堀川高校に入学し

て船越先生の勧めで競歩を

始めました。一昨年暮れ、

神戸市の六甲アイランドで

行われた「日本選手権20キ

ロ競歩」で、大会新記録で

の圧勝。一昨年度の日本選

手権に続く2連覇を成し遂げました。そしてこのたびのオリ

ンピック2020での銅メダル獲得を実現ました。

オリンピックが一年延びてしまったことによる調整の苦労

話、そして銅メダル獲得後の生活など、卒業後も密着してご

指導、メンタルアドバイスなさっている船越先生から、ここ

でしかきけないとても興味のある講演をいただける予定で

す。みなさまご期待ください。



同窓会は皆様方の協力金で運営されております！

拝啓　未曾有の災禍とはいえ、一致団結してこの難局に立ち向かわれていることと存じます。

漸く、収束の明りが見え始め、同窓会ではこの時期に同窓会開催をするかどうか賛否両論を十分検討した結果、感染予防

対策を徹底して行い開催することを決定いたしました。

同窓会では同窓会報の発行をはじめとして、皆様方の親睦を図るために様々な活動を行っておりますが、その運営は皆様

方からの協力金にて賄われております。これからの同窓会事業の発展のためには、皆様方の温かいご支援が不可欠であり、

ご厚意を賜りたくお願いする次第でございます。

昨年度、協力金にご賛同頂きました皆様に厚く御礼申し上げるとともに、ご芳名を掲載させて頂きます。

同窓会の維持運営と更なる発展のために、今後とも、何卒、協力金にご賛同賜りますようお願い申し上げます。

敬具

堀川同窓会会長　山口富戚

20，000円　高10　　平井義久

17，000円　高2　　　神谷治

音楽科16杉原寛子（山脇）

15，000円　高17　　上田陽

12，000円　本校32　奥田ツネ子（中村）

10，000円　本校32　西村久子

本校38　緒方典代（宇野原）

高3　　幡谷文子（国井）

高5　　　岡本健

高7　　Johnsen照枝（小松）

高8　　　中村嘉宏

高10　　逸見和子（宮川）

高11　　山上ひろ子

高14　　小谷武一郎

高16　　大谷晃三

高18　　徳岡和美（野沢）

高20　　薮満子（田中）

高24　　野口昌彦

高26　　南部光彦

高30　　伊藤文彰

高71　菊地眞利衣

7，000円　　高13　　白木成司

5，000円　　旧教職員佐藤文子

本校27　岡田廣子（寺江）

本校32　奥田ツネ子

本校33　小島千代子（木原）

本校38　野村歌子（浜口）

高3　　　岡野志郎

高3　　大薮京子（森岡）

高3　　　木村亮平

高5　　　黒田正信

高5　　馬場久子（酒井）

高6　　　高畑節哉

高6　　　西村幸子

高6　　北尾利夫

高7　　勝山恵美子（大沢）

高7　　北川寿子（西澤）

高6　　　沼滝明

高15　　浜崎節子（岡村）

本校32　林道子（木村）

高3　　　井澤英夫

高3　　福井清

高5　　　新井隆一郎

高7　　　永野忠士

高9　　伊勢戸敏信

高10　　阪本淑子

高12　　佐藤禎一

高14　　松田堤彦

高17　　江村常夫

高19　　太田健一

高21　嶋路幹雄

高25　　中村一郎

高26　　武田吉治

高31　中井いづみ（中川）

音楽科10高野紀久子（迫田）

高35　　森繁樹

旧教職員豊田元彦

本校29　丸山富美子（田中）

本校32　中川志葉子

本校37　廣瀬千恵子（斉藤）

高1　　前田傲養

高3　　喜多妙子（松居）

高3　　田中彰子（藤原）

高4　　　森田屍

高5　　　山田浩

高5　　万木澄子（演野）

高6　　志賀和子（大西）

高6　　中谷伊佐子（松村）

高6　　木南克次

高7　　　小笹孝

高8　　　安田行雄

－12－

高7　　　山口雷蔵　　　　　　　高16　　河本全弘（田中）

本校33　吉田久子（加藤）

高3　　　岡本敏子（中元）

高3　　林妙子（蓑和田）

高6　　　水口敬司

高7　　外村美椎子（笠舞）

高9　　菅原年宏

高10　　中村五三郎（糸井）

高12　　石野南江（山田）

高15　　園察一

高17　　赤木眞知子（西田）

高19　　澤井宗雄

高23　　辻泉（安里）

高26　　佐々木健次

高26　　北村一二

高32　　石田慶樹

音楽科27大垣英美（岡田）

本校38　出崎和子

高3　　　市田ひろみ

高4　　　熊谷文男

高6　　　西村正美

高7　　長尾嘉浩（宇野）

高9　　大村記代（山崎）

高11　今田晃一

高13　　山田房子（米井）

高15　　松下隆夫

高17　　中村俊次

高20　　木村信一

高24　　武内俊史

高26　　大八木一帯

高2　「【高橋祥二郎

高57　　橋本麻友

高61　吉田潮　　　　　　　音楽科6　西田千鶴（増田）

本校23　粧栄美子（野口）

本校31　村山房子（入江）

本校32　北川美代子（木村）

本校38　森田雅子

高2　　森郁子（寺嶋）

高3　　　吉田好道

高3　　　日置忠博

高5　　　井狩らく子

高5　　　中野恒夫

高6　　横田早紀江（西村）

高6　　　小林勉

高6　　辻玲子（田中）

高7　　今井隆

高7　　小山伸二

高8　　　安野友情

本校26　辻村康子（辻村）

本校31　林柴美（林）

本校32　木村嘉子

本校38　藤本輝子（家村）

高2　　本田喜美

高3　　　山本珠子（河村）

高3　　　木村淳郎

高5　　金子順子（大野）

高5　　　辻倉幸三

高6　　吉村昌子（吉村）

高6　　　神田滋

高6　　内田美智子（西田）

高7　　諸上友子（中村）

高7　　西野良子（細川）

高8　　　吉里年和



112回堀川同窓会協力金ご賛同者ご芳名（敬称略）

高8　　坂井尚子（渡辺）

高8　　　中山幹（片山）

高8　　　島田昌彦

高9　　旭弘子（三原）

高10　　吉田敏子（岸田）

高11　田中英雄

高12　　飯田薫

高13　　河嶋喜矩子

高13　　山口興治

高14　　吉田進

高14　　西村元照

高15　　山本祥古（村瀬）

高17　　森本正弘

高18　　松本美紀（三上）

高19　　丸岡寿美江（開岡）

高20　　大八木雅夫

高20　　内田清次

高21　小林伸子（川尻）

高24　　谷垣正則

高25　　山下真史

高26　　粟津啓介

高27　　清原由美子

高31　　山岡智子（西山）

高34　　山本浩子

高38　　鳥居久美（村田）

音楽科7　尾中外美子（河合）

音楽科29　卜部博子（荒木）

音楽科44加藤苑絵

4，000円　　高58　　田中悠子

2，000円　　旧教職員川浪垂治

本校28　吉村靖子（宮田）

本校30　黒川世都子（大塚）

本校33　深見みち子

本校33　坪井孝子（青山）

本校34　水口文子（水口）

本校37　近藤知子

本校37　福井梁子（高木）

本校38　古川賀津（大杉）

本校38　竹山静江（中山）

本校38　藤田英子（佐田）

本校39　戸田布美子（広瀬）

本枚39　木田慶子

高1　　室田彰一

高2　　　三輪哲

高2　　　妹尾洋之介

3　　　花岡正

3　　　高橋節子（岩崎）

3　　　上垣澄子（水野）

3　　　青木久江

3　　　津田和代（山田）

3　　蛭田良子（今井）

4　　　市木敬子（大江）

4　　平井利弥（服部）

5　　　吉田喜美子（中尾）

5　　　西村育子（辻）

5　　　中川幹子（斎藤）

5　　　島崎宏子（鳥井）

高8　　　山本文美

高8　　　中村正義

高8　　　堀部泰弘

高9　　　井上修一

高10　　松本康子（矢追）

高11　田中百江（井口）

高12　　平野雅左夫

高13　　橋本和子（西岡）

高13　　杉田喜美子

高14　　甲重雄

高15　　喜多川正克

高15　　大塚美江

高17　　藤木康博

高18　　石川良子（西田）

高19　　小出茂子（藤井）

高20　　大野典子（藤本）

高20　　畑利和

高22　　中島正之

高24　　藤田一裕

高25　　松田喜彦

高26　　下岡良一

高27　　尾池均

高31　　津田務

高34　　西田貴要子（巴山）

高41　　川瀬健一

音楽科10蒲池美喜子（立岡）

音楽科36青木陽子

旧教職員中山浩

本校28　柴田恵美（俣野）

本校30　鈴木忠子（竹下）

本校33　清水政子（田中）

本校33　圃又玲子（太田）

本校34　大森正子（上田）

本校37　山本薫

本校37　北川和子

本校38　上田英子

本校38　猪口富美子（久郷）

本校38　－米田享（松井）

本校39　三ツ橋幸子

本校39　鈴木慶子（田中）

高1　　和久田豊子（北川）

高2　　　松本侃二

高2　　　木下正太郎

高3　　　岸中正子（岸中）

高3　　　佐藤百合子（柴田）

高3　　　上尾基夫

高3　　　大森重徳

高3　　　椎木晴子（竹山）

高3　　　旺地敏則

高4　　滋賀三衣子（富津）

高4　　矢野妙子（小出）

高5　　　近田正明

高5　　　川崎和男

高5　　　中田富代（小野）

高5　　　堀内由紀子（渡瀬）
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高8　　　清水久栄（藤原）

高8　　　中谷久治

高8　　　林寅雄

高9　　　奥村孝

高10　　大野先夫

高11　北川良和

高12　　鹿瀬正博

高13　　今井英武

高13　　鳥飼逸子（森田）

高14　　山本享

高15　　喜多川正子（川嶋）

高16　　尾崎康彦

高18　　奥村千恵子（宮下）

高19　　安井直行

高19　　清水美智子（中村）

高20　　沢正治郎

高21　　奥田直幸

高23　　渡辺孝史

高24　　馬場宏之

高25　　森本匡昭

高26　　中島里実（近藤）

28　　藤原温美

31　　平松信昭

36　　同意威子（今井）

42　　山口晋吾

音楽科18安田明代

音楽科37村越伸子

旧教職員能見勇八郎

本校29　吉田静江（石井）

本校31　村井富子（原田）

本校33　丹羽秀子（辻野）

本校34　吉田益子（山本）

本校34　辻みよ（上川）

本校37　児玉照江（吉田）

本校38　井田智恵子（井上）

本校38　浅田通子（松村）

本校38　辻チェコ（沢野）

本校39　加納菊子（岩田）

本校39　松田浩子（鳥本）

高1　　岡田正彦

高2　　　宮川洋子（松本）

高2　　　大久保節子（井狩）

高3　　　安井五郎

高3　　　吉岡昭夫

高3　　　山下忠男

高3　　　植松轟太郎

高3　　　池田正之

高3　　　辻亨

高4　　　吉岡純司

高4　　　倉内久子（斉藤）

高4　　　林修

高5　　　佐藤美智子（柴山）

高5　　　曽谷晃一

高5　　　辻勝造

高5　　　斎藤富美子（鈴木）

高8　　　早借舜介

高8　　　長屋吉彦

高8　　　檜垣要

高9　　　川幡貞雄

高11　石原久恵（加藤）

高12　　中村清之

高12　　廣瀬律子（森口）

高13　　山下晃司

高13　　落合員明（西川）

高14　　森邦彦

高15　　久保和子（浜田）

高17　　山岡茂

高18　　久保田正夫

高19　　横山道江（松岡）

高20　　小谷雄二

高20　　湯川虞（山本）

高21　　亀田悦虞

高24　　森章

高24　　匿名希望

高25　　田中誠司

高27　　森川敬介

高28　　演岸嘉彦

高34　　塩崎知江（高島）

高38　　竹谷博美（内田）

高66　　竹沢紫帆

音楽科26新実悦子（岡部）

音楽科43山田利恵（五嶋）

本校23　福田静代（岩田）

本校29　澤佐長子（川瀬）

本校32　磯野千代（木崎）

本校33　辻本節（本庄）

本校34　細川久栄（加藤）

本校35　吉本あさ子（野村）

本校37　大柿喜代子（梅村）

本校38　菊池よし（辻）

本校38　谷浦恒子

本校38　田中鱒子（山中）

本校39　近藤むめ子

本校39　浅野光（油小路）

高1　　山森弘子（今井）

高2　　　光吉節子（澤村）

高2　　　島田正治

高3　　　加勢満男

高3　　　吉川俊子（前田）

高3　　　松本祥男

高3　　　水口真三

高3　　　長谷川美代子

高3　　　尾嶋宏

高4　　　山本茂三

高4　　　大貫敏子（林）

高5　　岩崎貴美子（村瀬）

高5　　　三原正平

高5　　　池田欣禰

高5　　　田中富貴子（森嶋）

高5　　　高田眞智子（川奈部）

高
高
高
高
高
高
　
高
高
　
高
高
　
高
高

高
　
高
高
高
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高6　　宮川彩永（大宅）

高6　　才木澄子（西沢）

高6　　上月弘江（藤原）

高6　　竹中美智子（高田）

高6　　　田中良典

高6　　米谷和代（諏訪）

高7　　　－幡隆夫

高7　　作島幸子（大谷）

高7　　津久間寛子（川勝）

高8　　芦田陽子（山本）

高8　　　高村敬一

高8　　　小野利勝

高8　　石田陽子（武田）

高8　　　内藤盛夫

高8　　　木村信治

高9　　　河合富夫

高9　　　山本弥太郎

高9　　　多田清子（福井）

高9　　藤田千恵子（中村）

高10　　井上清二

高10　　関口彰子（山内）

高10　　山裾嘉昭

高10　　上井敦子（小野山）

高10　　渡逸健吾

高11　越孝子（折戸）

高11　山本忠雄

高11　大谷将夫

高11　長谷川洋子（山田）

高11　坂井克弘

高12　　岩井康夫

高12　　山本和彦

高12　　辻有紀子（山口）

高12　　鈴木章子（畑）

高13　　加藤允朗

高13　　山下晴夫

高13　　小倉克之

高13　　村上昭男

高13　　武田道子

高14　　加藤絹代（小野山）

高14　　阪美江（川那辺）

高14　　波多野紘子（恒川）

高15　　岡崎光子（森）

高15　　紺矢久光

高15　　柴田里宇子

高15　　杉田国昭

高15　　池村光枝（森田）

高16　　岸田佐衛子（林）

高16　　酒井博史

高16　　楊正武

高17　　宮本和昭

高17　　柴田史朗

高17　　新谷泰子（新谷）

高17　　中村恭子（片山）

高17　　嶋村泰一良

高17　　有本弘子（大上）

高18　　郡司茂子（川崎）

高18　　小林幸郎

高18　　直井一博

高6　　　国領弘子（葉谷）

高6　　　山村貢

高6　　西村ふみ子（倉田）

高6　　中川恵美子（若林）

高6　　　八尾初枝（宮崎）

高6　　和田敏（吉竹）

高7　　　岩田正己

高7　　　森田和夫

高7　　　田中紀久子（上羽）

高8　　　安井正治郎

高8　　今井日出子（乾）

高8　　　水谷美智子（村西）

高8　　　大伴准

高8　　　樋口芙美子（小澤）

高8　　　木村隆雄

高9　　荒井和子（大薮）

高9　　　勝間英次

高9　　　中J廿笑子（坂上）

高9　　福井純子（橋本）

高10　　岡本輝三

高10　　後藤方江（澤村）

高10　　山崎照三

高10　　西島順子（堀田）

高10　　八木三木男

高11　吉岡紀久雄

高11　秋津弘子（木村）

高11　谷口恭一

高11　　田中源治

高11　　武村敏雄

高12　　吉村滋子（大橋）

高12　　青木時代（河村）

高12　　田中敏子（飯田）

高13　　安良嘉晃

高13　　海老原正

高13　　山口時栄（栗田）

高13　　松尾稔

高13　　大久保貢

高14　　井上雅子（神谷）

高14　　岩橋久子（久保田）

高14　　山田柴一郎

高14　　八木宏子

高15　　宮地富佐子（瀧川）

高15　　佐藤洋子（池垣）

高15　　小杉ミヨ（森川）

高15　　杉本充子（森下）

高15　　津知敏子（中川）

高16　　岩井国子（杉本）

高16　　松尾文彦

高17　　安井佳子（中島）

高17　　居関京子

高17　　小倉淳史

高17　　西川幸子

高17　　長尾好秀

高17　　入江幾子（小森）

高18　　奥島泰夫（小森）

高18　　江田文子

高18　　水内義行（小島）

高18　　田中晴美（伊藤）

一14－

佐竹宏一郎　　　　　　高6

秋山勇雄　　　　　　　高6

西本冨美子（浜田）　　高6

張田正一郎　　　　　　高6

伴恭二　　　　　　　　高6

植木智代子（五島）　　高6

溝内いく子（松本）　　高7

杉本孝次　　　　　　　高7

藤田智恵子（井山）　　高7

岩本佳治　　　　　　　高8

細川美代子（橘）　　　高8

杉本清子　　　　　　　　高8

中島元恵（松尾）　　　高8

尾鍋定子　　　　　　　高8

安田定雄　　　　　　　高9

根来川香代子（若林）　高9

小松勝子（出途）　　　高9

朝尾万里子（稲垣）　　高9

本間美代子　　　　　　高9

加舎克治　　　　　　　高10

荒賀富士子（野村）　　高10

山中千乗子（中越）　　高10

大構康司　　　　　　　高10

林文子（山脇）　　　　高11

玉木邦夫　　　　　　　高11

小花沙知（乙野）　　　高11

谷田初枝（長谷川）　　高11

土井尚子（青木）　　　高11

柳生光博　　　　　　　高11

山下勲　　　　　　　　高12

中川昌子（松本）　　　高12

疋田美智子（伊藤）　　高12

井川元嗣　　　　　　　高13

宮永聡明　　　　　　　高13

山口紗代子（平光）　　高13

西村清治　　　　　　　高13

土田恵美子（油谷）　　高13

奥村透　　　　　　　　高14

佐伯多一

松盛茂富

川出育治

長芳江（吉岡）

平瀬洋子（大澤）

澤田田鶴（井上）

坂野美智子（長堀）

成田市三郎

畠中庸年

菊田篤治

勝部幸子（中西）

青山貴美子（松本）

徳山八重子（井上）

北川節子（飯田）

加藤啓子（山中）

三田幸枝（石川）㌧

杉岡輝彦

藤井静江（井手）

高橋俊市

花輪正丸

高山雅史

松村道哉

朝倉洋子（秋岡）

井上義明

山中淑子（横山）

清水雅代（高木）

中小路照子（伊藤）

内藤敬一

高橋丈枝（武内）

山下農雄

津田俊信

北野勉

宇野重雄

宮村長

小泉洋子（横江）

浅田日出夫

梅村郁子（高橋）

下山冨美子

金崎博好　　　一　　‾高14　　古川岩夫

森川正則　　　　　　　高14　　田中圭子（橋本）

永田満子（谷口）　　　高15　　榎本義晴

高橋美知子（山脇）　　高15　　今井茂隆

三好完（仲井）　　　　高15　　三園洋子（磯貝）

松川英雄　　　　　　　高15　　森勝

瀬古純子（渕田）　　　高15　　川北ツヤ子（山口）

無量林毅　　　　　　　高16　　夏池利吉

岩崎眞（私市）　　　　高16　　工藤勝史

谷口洋子（佐藤）　　　高16　　津田昭子（松本）

井上豊江（梅村）　　　高17　　吉田寿子（荒木）

桑畑雅子　　　　　　　高17　　柴田康治

松森彬　　　　　　　　高17　　松本房子（田中）

竹村裕之　　　　　　　高17　　中江俊樹

辻横朋子（辻井）　　　高17　　田村昇

斧治代（長谷川）　　　高17　　福井恵美子（平野）

吉田俊雄　　　　　　　高18　　久保均

佐野隆　　　　　　　高18　　山口律子（本多）

太田益子（大嶋）　　　高18　　中岡和子（脇本）

北村良徳　　　　　　　高18　　堀田潤一
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高18　　和田章夫

高19　　上浦敏男

高19　　島田啓子

高20　　岡田幹郎

高20　　間下敬子（浅井）

高20　　佐野雅子（島田）

高20　　上田美晴（久田）

高20　　川端美恵子（杉本）

高20　　東千世子（俵）

高21　小瀬晶子（平野）

高21　杉本目早子（木村）

高21　　田中佳代

高22　　近藤智男

高22　　小西康隆

高22　　飯田一郎

高22　　和池雅代（八木）

高23　　小林泰明

高23　　平野和宏

高24　　古賀暢一

高24　　西川純子（木村）

高24　　本城康宏

高26　　岩尾三恵子（佐々木）

高26　　扇原裕子（太田）

高27　　後藤雄次

高27　　上田孝

高27　　大和田散人

高28　　戸松佐登美（小寺）

高29　　宮川靖弘

高29　　渡部洋子（堀）

高31　三島房枝（美濃部）

高31　浜口みゆき（澤村）

高32　　時岡佳幸

高33　　今井美恵子（西JIけ

高34　　谷口みゆき（柴田）

高35　　青木好子（森本）

高38　　長江京子（竹内）

高41　　井上夫佐

高43　　香月朝美（中山）

高58　　西村麻弥

高61　　岸宏之

高62　　西岡昌輝

高63　　山下諒大

＿－＿　高65一一・・‾‾茨木公美

高65　　小松尭

高66　　匿名希望

高67　　山口等倍

高70　　櫓垣有哉

高　　　田上恭史

音楽科6　手島たか子（戎谷）

音楽科7　林千賀子（多和）

音楽科10浅海由紀（金内）

音楽科14難波菊枝（中尾）

音楽科20井上和子（坂井）

音楽科25宗吾敬子（本間）

音楽科30岩野泰子

音楽科47糸川麗子

高19　　三宅康幸

高19　　西田一雄

高19　　豊蔵元子（関）

高20　　岡本幸己

高20　　岸田健

高20　　山田昭一

高20　　杉本伝三

高20　　池村加代子

高21　香口純子（野村）

高21　　小林潔

高21　西埜八重子（西村）

高21　　浜崎葉子（段々）

高22　　江華恭子（中田）

高22　　塚原静子（近江）

高22　　片野弘幸

高23　　佐野富子（久保田）

高23　　西山洋子

高23　　片山慶一

高24　　阪本修治

高24　　長谷川彰

高25　　長谷川ユリ（久保）

高26　　古田雅子（田中）

高27　　越智美清

高27　　荒木俊光

高27　　城田美香子（宮本）

高27　　田中法雄

高28　　今井修

高29　　山村信弘

高30　　勝山茂

高31　竹村貴子（内河）

高31　片木千景

高32　　森山朋子（森）

高33　　泉尾昭子（仲川）

高34　　中野美子（平松）

高36　　森口和彦

高38　　徳井琢也

高41　奥村ちずる（鈴木）

高55　　磯田理恵子

高58　　千賀由佳子

高61　吉川輝

高62　　田中悠介

高63　　出野太一郎

高65　　加藤智彦

高65　　田中昂平

高67　　宮地大河

高69　　山口篤姫

高71　馬場望衣

音楽科4　山根千代

音楽科6　小牧照子（上田）

音楽科9　尾上玲子（小杉）

音楽科11清水恵美子（近藤）

音楽科17小久見豊子（堀）

音楽科22生島美紀子（高山）

音楽科26虎谷朋子（石原）

音楽科37土井知子
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高19　　山口孝司

高19　　青木喜延

高19　　林隆志

高20　　加藤月給（北村）

高20　　吉岡康鷹

高20　　柴田十四男

高20　　清水直美（村田）

高20　　竹田均

高21　佐東一成

高21　松本泰子（久村）

高21　青木茂治

高21　　福島啓二

高22　　山野啓子（岡本）

高22　　辻本雄二（柴田）

高22　　木谷好子（井家）

高23　　山梨勝弘

高23　　西村也寸子（京谷）

高24　　安泰浩美（正本）

高24　　小堂学

高24　　田中義人

高25　　野村和史

高26　　黒田信代（大嶋）

高27　　河上正昌

高27　　小島祐子（山田）

高27　　青山康子（谷口）

高27　　島野明

高28　　小倉富美代（並河）

高29　　山本英生

高30　　村田省吾

高31　　中村治哉

高31　木谷恵子（蓬莱）

高32　　中村良一

高33　　尾崎ひろみ（山根）

高34　　飯田恭正

高37　　塚本隆史

高39　　皆川純女（岸上）

高42　　山田和市

高56　　山田幸太朗

高59　　浅田理恵

高61　　吉川瑠璃子

高63　　掛川貴之

高63　　冨田和輝

高65　　掛川博文

高65　　藤田彩花

高67　　佐々木賀治

高69　　小田恵美子

高　　　久松明史

音楽科5　木村礼子（笠井）

音楽科7　吉富真弓（安達）

音楽科10今井悦子（伊吹）

音楽科13古川由美（桧垣）

音楽科17新谷規子

音楽科23森下洋子（藤井）

音楽科28村田真理（小林）

音楽科43田村喜久子

高19　　市川博敏

高19　　谷口千代子

高19　　鈴木三佐子（山本）

高20　　柿谷博子（前田）

高20　　吉沢恒雄

高20　　松田真造

高20　　石野基

高20　　中村保夫

高21　小室明久

高21　上田博美（松好）

高21　長谷川忠夫

高22　　丸井浩嗣

高22　　舟越明夫

高22　　八木完二

高22　　野々村和子（山本）

高23　　漆谷玲子（村上）

高23　　田川吉彦

高24　　加藤幸弘

高24　　松永初恵（酒井）

高24　　白波瀬弘子（上原）

高26　　花岡健治

高26　　松田秀子（高田）

高27　　栗原紫朗

高27　　松井正

高27　　石田隆

高27　　二階堂恵子（吉田）

高28　　清水和夫

高29　　青木敏之

高31　荒川和清

高31　八木英行

高32　　磯野仁志

高32　　塚原隆夫

高34　　吉川正美（野村）

高34　　木村由起子（小島）

高38　　佐竹康宏

高39　　小森嘉雅

高43　　宮内真理（内炭）

高56　　野間美樹

高60　　福田将啓

高62　　金澤秀

高63　　吉川漢太郎

高64　　高橋悠祐

高65　　吉村和馬

高66　　海藤直紀

高67　　三宅略一朗

高70　　南出晃琉

高　　　松本安弘

音楽科6　佐藤滋子（室谷）

音楽科7　北村源三

音楽科10植山境野（秦）

音楽科14岡川博子（田村）

音楽科18塚本千賀子（山本）

音楽科23不破慶子（金久）

音楽科28田村章子（奥村）

音楽科44奥戸雅子（志賀）



毎年、同窓会では堀川高校応援活動の一つとして、学校生活・探究活動に役立てていただければと現役3年生に奨学金を進呈して
います。（6名に50，000円）例年であれば、奨学生は4月の同窓会に出席、登壇していただき、卒業後の現状を話していただくのですが、

昨年は新型コロナウイルス感染症対応により112回同窓会を中止いたしました。

今般、奨学生からメッセージをいただきましたので、ここに披露させていただきます。

高校時代は日々の学習と生徒会執行部の活動を基盤としつ
つ、様々な活動に取り組みました。これらの経験から、気に

なることがあったら「まずやってみよう」と前向きに考えるよ

うになりました。大学入学後、頂いた奨学金を使ってP〔を購

入し、オンライン授業で毎日活用しています。大学に行けない

中でも、オンライン上での繋がり作りや、学部の教授が進めて
いたコロナ禍の小中高生向けの学習サイト作りの手伝いなど、
「今できる活動」に積極的に取り組みました。今後もコロナの

影響は続くと思われますが、教授や友人との出会いを大切にし

て、責重な機会がきた時に「やってみる」ことを通して、自分
の世界を広げながら柔軟に学び続けていきたいです。

西田帆花

堀川高校での三年間で一番印象に残っている言葉は「どん

なに高い山頂に到達しても下山して初めて成功。」という言葉
だ。下山することで自分は全体を見渡せているつもりでも、

実際は見たいものしか見ていない、ということに気が付く。
入学した当時の私は自分の足元だけを見て周りを見ている気
になっていた。しかし、海外研修や探究活動、日々の授業の

中で自分の無知と向き合い、仲間と対話し、先生方に助言を
いただき、このプロセスを繰り返す中で着実に成長できた。

今、私は一人になり大学受験に向けて日々机に向かっている。

大学に入学し、堀川で得た経験、言葉、視点、そして学ぶも
のとしての謙虚さをもって道なき山を登っていきたい。

矢崎美瑠佳

自主ゼミ、GlobalACademiCPrqje⊂tを立ち上げ、模擬国連

大会や京都市友好都市青少年会議に参加したことをきっかけ
に、ジェンダーや人権問題に強く関心を抱き、自分の意見を

スピーチコンテスト等で発信していました。私の問題意識は

発信しなければ伝わらないと感じつつも、－高校生としてで
きることの小ささ、もっと多くの人にこの間題について気づ

いて欲しいという2つの思いに葛藤しました。

現在は医学科に進学するために予備校生活を送っています。

将来は、産婦人科医になり、発展途上国の医療や教育に携わ
りたいです。

西村夏海

堀川高校では学業と文化祭に熱心に取り組み、同じ目的に

向かって必死に頑張る仲間の大切さを学びました。前期の授

業はすべてオンラインで、思うようにいかず少し学習意欲が

低下していました。このままではいけないと思い、物理学を
志す仲間を得るため、京都大学理学部内でゼミを開きました。

大学の勉強は想像より難しく少し戸惑いましたが、ゼミでじっ

くりと話し合いながら学習を進められたことで十分に理解を

深めることが出来ました。また秋からは馬術部に入部し、新
たな出会いもありました。様々な活動が制限され厳しい状況

ですが、得られた人間関係を大切にし、学業と部活の二兎を

追いながら精一杯頑張っていきたいと思っています。 ＼、一㌧－

大本英晶

在学中には、海外に4回行くことができ、バレーボール部
に所属しながら自主ゼミ制度を利用しロボット開発をしてい

た。文化祭ではクラス劇の監督も経験した。他にも様々ある
が、これだけ積極的に活動できたのは、入学当時から言われ一

ていた「二兎を追え」という言葉が支えになったからである。

何度失敗してもフォローしてくれる仲間がいて、妥協するこ

となく挑戦し続けることができた。

私は未だ、大学に登校することができていない。その中でも、

オンラインで何ができるか常に模索している。先日は宇宙飛

行士の方と共に中高生向けのオンライン宇宙イベントを開催
した。自分の限界を超え続けるパフォーマンスをこれからも

し続けたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　福王悠星

高校時代は食物部・電算機研究部の部員として、部活動を

通じて他者と協力して一つのものを作り上げる経験を積みま

した。また、京都大学が高校生のために開講しているELCAS等

の課外活動にも参加し、学校とは異なる学びにも挑戦しました。

近頃は浪人生としてお世話になっている予備校で勉強の
日々を送っています。外出規制が掛けられ塾に行けずに自宅

で勉強する日もありましたが、自分を律する能力を身につけ
るまたとない機会と捉え、いかにして身の回りの誘惑に負け
ずに勉強を続けていくかを模索しています。親からの期待と
支援を受けて、

山中綾華

堀川同窓会ホームページ－一、二一

HG〔（堀川ゴルフ倶楽部）、HEC（堀川グルメ倶楽部）、HMC（堀川婚活倶楽部）の情事馴まここから。

ご興味ある方はここから会員登録してください。

堀川同窓会ホームページを検索しよう！整
加申〟10r肋Wローdo50妬．COm／　回

一16－


