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今捧の本学志頗皆が93,502人に達b、過去勗高を詔録

,^︑︑'゛^欝^一炉^0^

学友法人による国内勿の格付 f轟期優先債疹格付ノ取靜
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平成15年2月6日、法独大れた六学」のイメージアップ又、今春の本学志願者数が
学は格付投資悟報センター(を図るとともに、今後の資金昭和50年の86,105人を超え、
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R&D から学校法人による国調達手段の多様化に向けたい 28年ぶりに過去鼠高を記録
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内初の格付「長期優先慣務格としておりぎす。本学は昭和しました。本年は平成11,12
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付」を取得し弐レた。ランク 22年7月に他大学に先んじて任の4学部に続き、新たに「キ

は上位4番目となる「AA‑」通信教育部を設置したり、最ヤリアデザイン学部」を設置
と高く、三井物産、三菱針炉斤、近では平成"年9月に総合大し、更なる改革の推進による

フジテレビと同じとなります。学で国内初のIS014001認証人気力写怨しているようです。
大学は、財務面の状況を広くを取得するなど、これまでも我々卒業生は、これらの吉報
一般的に認識してもらうこと時代に先駆けた対応が注目さを後押しし、さらに推進する
により学校法人として「開かれており弐す。
力になりたいものです。
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私は、法政二高と法政大学
経済学部の出身で、中学で軟
式テニスを覚え、高一で初め
τ硬式テニスを習った。厳し
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い練習と良き先蹟後釜のライ
パル、そしてスパルタ式の鬼
コーチがし寸品ぞの素晒らし
い環境のお陰でインターハイ、
インカレ、全日本に優勝でき、
日本人初のトーナメントプロ
になって世界を転戦した。現
役アマプロ通算23任周の纒
験から感じた事は、技術の壁
は何段階にもぞそり立ち、ぞ
の度に挫折、限界を痛感しな
がら挑戦し続けた。
ひとつのスボーツに打ち込
める時問は生涯のうち本当に
少ない、だから若いうちに、
何でも挑戦してみたらよい。
トップへの道ははるかに遠い
が、夢を持ち、上を目指して、

少しでも進歩があれぱぞれで
よいと思う。私の経験から、
心技体が大棚である事は当然
だが、最後は体力のあるもの
が勝つという信念を持ってい

'

工学部教授

る。

互角の勝負で体力の限界を
感じている鍛終場面で、信じ
られないスーパーショットや
素早い動きで、ポイントを勝
ち取った、このような経験が
ありますか?ぞの時、実力
の120%以上のパワ一がでる
暁問であり、まさしくアドレ
ナリンが吹き出た翻問です。
私は、世界チャンピオンに勝
つた時に、技術、練習量、ス
タミナ全てを出し仞りこの未

和住

知のゾーンを感じた。この不
思議な体験が出来るかどうか
です。
学業とスポーツを両立させ
るのは大変難しいが、学生時
代の試合での歓喜、悔しさ、
友恬、その経駿が必ず社会人
になったときに役に立つ時が
来る。ひとつの分野で超スペ
シャリストになれるよう努力
してみよう。

法政大学経営者懇談会
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HOSEI UNIVERSITY PRESIDENT CιUB

会長小佐野文雄 U本ハウズィ●グ(株)
、

●入会金 200,000円●年会費 50,000円
●法政大学卒襲の企業経営者の集まりです。
●入会歓迎入会ご希望の方には実内書をお送りします。事務局までご連絡下さい。

ホームページ httPゾ/WWW,scej.nevpresiderlv
本部事務局〒184‑8584 東京都小金井市梶野町3‑フ‑2
TEL&FAX 042・387,6163 御法川学
日本べンチャー学会(会長消成忠の法政火学総長)法人会員
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平成15、16年度工体連OB会新役員決まる!

会

平成裕年2月10日の工体 4月1日より工学部同窓会
<平成15、16年度役員>
<平成15、16年度理事>
連OB会定例理事会におい長並ぴに校友連合会副会長
1= 手佐々木洋('69士)
名誉会長近藤征也('62空)
て役員改選が行われ、阿部の就任を要話されており、
顧周
山口昭博('63ス)
武璽 高志 (' 80建)
器現会長が再選され新役員更に多忙となる為、副会長
室井正史('64剣)
2スキー山内裕之('81建)
が決定し韮した。併せて、、理事長をはりめ役員各位
長
阿部器('66柔)
中尾美佐男('82建)
平成榑年度の行事予定もの活躍が期待され宗す。名
副会長
3剣道望月久生('?3建)
ほぽ例年通りで決定され韮 OB会の皆様には、工体連
(会員交流)市野 彰俊(' 69空)
小野孝広('76電)
した。役員人事では、今期 OB会の発展と母校法政大
(監督会)菊池 貢一('69剣)
4硬式野球栗山治郎('フ7建)
から常任理事が設けられ担学の躍進の為に、一層のご
絵員名癒闇揃小畑 修孝('70β封
降旗悟志('93機)
当業務が一層明確になりま支援とご協力をお願いいた
(校友連合会)火島 光雄('72サ)
5柔道佐藤光男('フ7経)
した。又、阿部会長は本年します。
理事長
松尾 秀文(' 767)
雨宮邦人('80計)
常任理事
6水泳山形幸三('フ?土)
<平成15辱度行事予定>
(会報)
高津次朗(旧2ソ)
佐野嘉之('86電)
4月24日(木)第1回理事会会報第13号配布
(総務)
中尾美佐男('82ス)
ツワンゲル松尾秀文('76建)
6月28日(士)第2回理事会
住学部同窓会) 土居通明('84ポ)
神谷友和('88機)
工体連OB・現役懇訟会
(OBの集い) 吉岡均('87少)
8 サッカー大島光雄('71電)
8月21日(木)第3回理事会
暢役懇談鋤 古里一文('88パレ)
恕淵祐二('86機)
9月13日(士)工体連各部OB会対抗ゴルフ大会
(財務)
田巻嘉彦('94ゴ)
9ポクシング士居通明('83経)
抑月2日(木)第4回理事会会報第14号配布
監査
長島克佳('71応)
大場墓弘('86計)
11月2日旧)工体連OBの集い(予定)
山形幸三('フ力拘 10 ヨット
石井一成('83経)
2月26日(木)第5回理事会
石井一成ぐ83ヨ)
北島卓也('鶚機)
11 ソフトテニス高津次朗ぐ82経)
上木泰裕('飾士)
,ベ'/J C1こ、',1^
12 硬式庭球野口文弘('75土)
柏原良太(、95機)
工体連OB,OGの皆様には ■大学の現況
13 陸上競技小畑修孝('70士)
益々ご清祥のこととお慶ぴ申
昨年10月2日、立部科学省
小松健太郎('71建)
し上げます。本年の役員改選 よ「21世紀COEブログラム」
゛、4ぎ邑ミ碁辱キイン'
'」ぜ'1十イ、ノ
14ゴルフ中溝栄一('8ω鋤
では再度会長に推薦され、
を発表し,法政大学は8件申
田巻嘉彦('94士)
変な困惑の中でお引き受け寸 請し、1件が見事に採用され
命
15卓球蓑輪成幸('72電)
ることになりました。役員を ました。大学の研究拠点を選
はじめ会員の觜様には種々の 抜しτ重点的に資金援助する
家永達彦('75機)
ご負担をかけることと思い韮 という大学改革の起爆剤とし
16 パスケット伊沢良雄('70建)
すが倍旧のご指導をお願い致 て期待されたものですが、
望蛇康雄('70士)
阿
します。
想通り国立大学が70%を占
17 少林寺拳法鶴田悟幸('74機)
さて、 3月24日は久しぶり めました。残念乍ら、今回は
吉岡均('8畔朋
に学位授与式に参加致しまし 工学部からは採用され或せん に推進されております。
た。希望に燃えた溌剌とした でしたが、今年度実施の5分
又、小金井キャンパスの再
18 パレーボール書里一文('88経)
若者に接して、過去の自分と 野に期待されます。今年度に 開発計画が動き始めました。
山田誉('91士)
重ねて熱い気持になりました。
入っτ、本学は「長期優先償 今春近隣に約5000坪の士地
19 ラグピー福井俊策('89電)
最近の国内外の話題は、怒済 務格付」取得や志願老数が過 を購入したことにより具体的
井口孝行('92経)
不況や政治不信に包素れてお 去最高となる等明るい話題に な構想に入りました。これは
20
アメフト進藤亘('88士)
り、暗く深刻な空気に覆われ 包素れておりますが、来年4 工学部、情報学部の将来ピジ
ています。待に、北朝鮮の竝 月にはいよいよ専門職大学院 ヨンが示されることになり、
小出聡C90計)
致周題やイラウ戦争は現代人 がスタート致しますので、ロ 法政大学の鍵を握っていると 21 応援団長嶋克佳('71経)
として言語道断の行為です。 ースクールやピジネススクー 言っても過言ではありません。
士屋建('86土)
若者には、争いのない自他共 ルの開誠に向けて臭体的な対 皆様からのご意見を期待して
栄の世界を残したいものです。 応に追われており、改革は更 おり弐す。

小金井キャンパスの再開発始動
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変わる勇気。変わらぬイ西イ直。

例えば,,・
板の長さ。(SL熊技)
今の主流160cm !
ちょっと前まで
メーター(20oom)
だつたのに
0

例えぱ・・・
000の長さ。

スキー部OB(317名)一同
OB会 htt ://tairesM.h .infoseek.CO.'/

スキーがダメなら
風呂場で勝負だ。
かかつてき恋さい、
現役諸君!!
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木を削る事からはじまった物語
佐々木保 C朋ワンダーフ*ーゲル告励

た。すっかり生きる気力を失
い、何も手に付かなくなりま
した。そんな時たまた或友人
の趣味であった「木工」をや
つてみたのです。すると不思
議な事に、朝から晩まで時周

を忘れて木を削っていられた
のです。後に脳腫癖は誤診で
ある事が分かるのですが、'
れでも「普通の人と同じ生活
はできない」と釘を刺されて
しまいました。「ひょっとし
たら短い人生かも」と思った
途端に腹が決まりました。
限状態でも集中して取り組め
た木工に賭けてみようと思っ
たのです。
会社を辞め、長野県に而る
県立上松技術専門校で基礎を

学ぴ弐した。その後同県の小
諸市在住の木工家に弟子入り
し、小諸市成に工房を構えて
ぢ虫立しました。専F散弼tは、
学校に通いながら近所の木工
家に指導してもらったり、ロ
グハウス作りを手伝ったり、
住まいにしていた山荘のまか
ないをしてい志した。弟子入
りしてからは師匠のご好意で
夜は工房を自由に使わせても
らい、自分の作品を作り続け
ました。とても「普通の人と
同υ生活はできない」とは思
えないほど、夢中になってい
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転勤直後の私を気づかって、

つまらないです。ぞこで、日
本では数少ないアイリッシュ

J"Wき●"ノケゞ二J‑・'」七゛"」ムノ、

ハープの演奏家のところに通

七ι,、<‑1i゛t、r,一重、ニニ、.交玉、、

い、演奏法を習得しました。
最近では、仲周とアイリッシ
ユ音楽のライブ活動に忙しい
毎日です。

C、、ノ'づ"コエJ 強゛.へL
、L
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篭到

j紗、さて、私の人生はこの先ど

"塗,;̲う転がってぃくのでしょう。

匙

が脳腫癌で急逝した直後でし

ぎした。
ところで、私に「木工」を
教えてくれた友人ですが、か
つての勤め先の同僚なのです。

一艦モ1亘卜忠.劇'、メゞ耶,叟避'御,4ゞ

〆

小学校来の夢である「アン
テナの研究」を仕事にした時
には、まさか入社4与目で転
身するなどとは思ってもみま
せんでした。きっかけは病院
での検査の結果でした。「脳
腫癌の可能性あり」と診断さ
れ精神的に追い詰められてし
まったのです。偶然にも知人

(3)

法政大学工学部体育連合会OB会報

、 X 色<ノ'事をやってぃるようで、

'.子実はどれも始裁ったぱかり。

、ノガ=¥C
毎晩のように飲みに連れて行
ケライマッウスはまだまだ先
つてくれました。何かお返し
る」のは木のもうひとつの能 のようです。
がしたいと思い、翼味を示し 力である事を痛感しぎした。
τくれた「山登り」に連れて
そして現在は、アイリッシ 第2回悪らしの中の木の椅子展入選
行くことにしました。しかし.
ユハープに興味を持っていま
彼は膝の複雑骨折が完治した す。アイルランドの吟遊詩人 h廿Pゾノhomepage2.ni壮y.com/wsk/
ぱかりだったので、無理は出 が演奏したとされるぞれらの
来ませんでした。春先に行っ
ハープは、国の急徴であ?た
たハケ岳は道中雪が降ってし がために、侵略によってほぽ
ぎい、あまり良いコンディシ
完全に焼却されてしまったの
ヨンではありぎせんでした。
です。殆ど資料はあり表せん
しかし、彼は嬉々として落ち
が、剖り貫いた木に金属の弦
ている小枝を拾ったりして楽 を張ったぞの楽器を、いつか
ゾ
しぞうでした。その小枝は、
復活させてみたいものです。
後に彼の手によって素敵な箸
また新しい木の港力を見つけ
避に変身するのです。「こん
られるかも知れません。しか
な楽しみがあるのか」とまさ
し、作っても弾けないのでは
に目から鱗が落ちる思いでし
た。
木工家として、夢中に取り
' 02.9,10(尖) 神奈川県庁支部「撥友会」第1◎総会
組めぱ取り組むほど、手の込
' 02.929(日) 工学部同窓会創立35周年記念大会
んだ仕事になり、高額で一部
の人しか手に出来ないような
' 02.10,19(土) 全国卒業生の集い「仙台大会」
物になりがちです。「落ちて
' 02.1020(日) 法政木月会、湯河原大会
いる小枝で箸置をつくるよう
' 02.11.フ(木) 第2回オール法政ゴルフ大会(於:久邇Cの
な、ささやかで気持ちの良い
'03.1.3(金) 駅伝友の会、励ます会
木工は無いものか」ぞの思い
' 03.1,18(土) 2003年オール法政新年を祝う会
はどんどん大きくなっτいき
' 03.3.15(土) 校友連合会代表議員会議
弐した。そんな時に出会った
のが小さな木の笛「コカリナ」
'03.320(木) 工学部同窓会第"0回拡大理事会
です。長野オリンピック用の
' 03.4.19(土) スキー部OB菊池富美男君多摩市議に立候補
道路建設のために伐採された
' 03.5.10(土) 神宮の集い
木で笛を作ろうとしていた人
' 03.6,1(日) 校友連合会北京支部発足1周年記念式典
がいました。「これだ!」と
於:北京天安門人民大会堂
思いました。ぞの活動をして
' 03 1025(土) 全国卒業生の集い「福岡大会」
いたシンガーソングライター
の黒坂正立氏のところへ何回
' 03 10
神宮の集い
も何回も試作品を送り、つい
' 03 れ
第3回オール法政ゴルフ大会
には製作を任されるようにな
' 04
2004年オール法政新年を祝う会
り弐した。ソルトレークオリ
ンピッウの伐採太でも、広島
工催途^0琉^鬪薩我山民す!
の原爆被爆樹でも製作しまし
た。廃校になった校舎の階段
来る6月28日(士)午後5時だけでなく、他の部のOB ・現
からも、松食い虫で倒れた松 から、恒例となり弐した工体役とのコミュニケーションも
の木からも、小さな笛を作り 連OB・現役懇訟会が開催されお楽しみ下さい。多数の方の
続けミした。「良い音を奏で ます。出身部の現役との交流参加をお待ちしております。

法政大学工体連ソフトテニス部OB会

事務局:桑原敏昭(79建)、高津次朗(821鋤
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02.捻.1のOB会日向ざん、述いところC長甥・)からありがとうごぎいました
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準優勝2回、第3位 1 回。女
子個人型(平成れ年度から実
施)は、第3位2 回。
本任1月12臥日)に、本大会
平成14年11月10日に開催 女子組手で3年の櫻井良子が の祝勝会を東京全日空ホテル
された第巧回全日本理工科系 初優勝を達成するなど、他に にて盛大に開催致しました。
大学空手道選手権大会におい も好成績を残しました。
工学部長の武厩洋先生、前工
て、我が法政大学空手部は団 団体組手:優勝
学部長であり空手部長の後藤
体絹手で前人未到の4連覇を 団体型:準優勝
剛史先生を始め、学生の父兄
達成しました。
男子梱人組手!第3位粕谷智弘 の方々、全国から駆けつけた
本大会は15回記念大会とし 女子個人組手:優勝櫻井良子
多くのOB諸先輩により学生達
て初めての地方開催となり、
第3位山本麻衣
の偉業をたたえ弐した。
仙台市内に南る東北学院大学 男子個人型:準優勝粕谷智弘 この席上、4年生の土佐英彦、
工学部で開催されました。記
山野勉、鈴木昭裕の3名に対
念大会ということと、我が法
法政大学は今ぎでも他火学
政大学の4連覇を何とか阻止 を圧倒する成績を収めてまい
しようとする各大学の勢いの りぎしたが、本大会により、
中での達成は、まさに偉業と また」つ大きな歴史を刻むこ
いえるものです。
ととなりました。主な戦績は
振り返ると、 4年前に本大 以下のとおりです。
会で優勝した後、当時1任生 団体組手は、優勝9回、準優
だった土佐英彦の「多くの先 勝2回、第3位 1 回。団体型
J
輩方が果たすことができなか は、優勝7回、準優勝8回。
央一?、
つた4連覇を目指します』と 男子個人組手は、優勝5回、
の発言が、当時は大言とも思 準優勝4回、第3位4 回。女
いながらも淡い期待を抱いて 子個人組手(平成"年度から
いたのが思い出され素す。
実施)は、優勝 1 回、準優勝
また4連覇という偉業に隠
回,第3位2回。男子個人
れてはいますが、本大会では、 ^ (平成13年度から実力甸は、

して功績と不断の精進につい
て、また市野彰俊監督に対し
て好成績に結ぴつく指導につ
いて、空手部OB会水月よリ表
彰状が渡されました。

空手部4趣爾ぎ威四

紗

第鳩号

来年、空手部は部創立50周年
を迎えます。 OB会としては、
この伝統と栄光の戦績を永久
に守るべく学生の指導、支援

にあたり続けたいと考えてい
ぎす。
空手部に栄光あれ!!
(文貴金深健二'80)
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じく「マルチユースホール」
で、少林寺学生の演舞が花を
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第2回オ

ル法政ゴルフ大会報告

去る平成14年11月ワ日(木)
に埼玉県飯能市の久邇カント
リクラブで第2回オール法政
ゴルフ大会"総長杯"が盛大に
開催され弐した。工体連OB会
から阿部輩(柔)、角坂好昭倹場
、清水修倹川、神村誠那淘、佐藤
光男(柔)、大島光雄(サ)の冬氏
が参加しました。名同窓会、
体育会OB会、職域OB団体、

も亜かったのですが時周の経
リーンも早くなり、難しくな
つて行きました。今回の優勝
は工学部九雀会の山崎成右氏(グ
ロス81、ネットフ1)でした。

左:少林寺拳法部の演武
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(文貢大島光雄'71サ)
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有限会社アイズ建設

工体連OB会では剣道部OBの
角坂好昭氏かち6位と健闘しま
した。パーティも盛り上がり、
内山久美子OG (元アナウンサ
ー)の司会で岩部金吾大会会
長から総長杯などが手渡され
素した。参加者には会員各位
から寄せられた景品が参加賞
のほかに、全員に配られまし
た。パーティは応援団08の指
揮のもと校歌斉唱で,法政大
学おお我が母校の一体感を味
わいつつ、なごやかに閉会と
なりました。なお、第3回も
同じ時期に開催が予定されて
おります。平日開催ですが、
予めB程に組んでいただき、
一緒に楽しみぎしょう。

都市空脚を創造する

雄

代表取締役石井

't与多、'● 3二'C

(文資鶴田信幸'74少)

過とともに青空も見え始めグ
上:出席者の面々
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は霜が降りた影饗でグリーン
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晴

様の参加を御待ちしておりま
す。

加総勢は2梠名、 59組がそれ
ぞれに楽しまれました。朝方

.,]〒
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な感じは否めませんが、後発
部にも恵京れた環境となって
きています。

気の合った仲周などから、
X

イ

な目の41名、会場は前年と同
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11月3日(土)小金井祭に
合わせて、恒例の「工体連OB
の集い」(第7回)が開催され
ました。参加者は、土曜日の
開催で訪った為か前年より少
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添えぎした。同ホールは学生
は禁煙ですが、 OBの集いで
OBは喫煙して良いと言う訳に
も行かず、当日の緊急禁煙通
知でしたが愛煙家のOBには禁
煙にご協力頂きました。
各部OBの参加者も例年大体
同じ顔ぶれが多いのが気にな
り苦す。小金井キャンパスに
は新学部棟・体育館のオープ
ン、上記ホール等の整備など
昔とは大変に様変わりしてい
ます。特に部室周りは,窮屈
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