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「陶由」と「義務」、「独立」と「協
調」など、社会で生きていくう
えで必要な世界観は、机に向か
つて勉強しているだけでは得ら
れない。学外やサークル、部活
動でのさまざまな行動によって
育まれ、自己の中に確立されて
いくものです。ぞうして人闇約
にも大きく成長してもらいたい。
工体連に所属寸るスボーツ
ウラプでは、日々の練習や対外
試合のなかで、机に向かって行
う勉強だけでは決して得られ
ない何かをつかむことができる
はずです。大学卒業後に社会
や企業から期待される人間とは、
専門知識の多さ、傭差値の高
さなどだけではなく、協調性、
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レていただきたい。「個」と「公」、

1.エ#卦工存剖

けではないはずです。4年問を
豊かなものにするために、スポ
ーツ、サークル活動、ポランティア、
インターンシップなどおおいに
参加して、活動して青春を藹歌
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すところが火学です。ただ待っ
ていては4年問何も得られない。
積極的、能動的、機動的に動い
て君たち胸身のさ素ざまな可
能性を探ってもらいたい。
もちろん大学生活は勉学だ
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ぞして、君たちの成長に力を貸
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総合大学としては130年、法政
工学部は60年の伝統を誇って
います。そして工学部、情報科
学部からなる法政大学の理工
系は、現在、これまでにない大
きな規模の教学改革を検討し
ています。
2006年4月には、パイオ系
の生命機能学科が新設され、
同時にアートとテケノロジーの
融合を目指すシステムデザイ
ン学科が、夷小金井を飛ぴ出し
市ケ谷に教育,研究を展開いた
しぎす。翌任2007任4月には、
システムデザイ>え学禾斗、建築学チ斗、

応

とのできるところです。法政は

都市環境デザインエ学科が新
たな学部「デザインエ学部」(仮
称)を形成し、工学部から分離
独立して、市ケ谷に進出するこ
とになっています。さらに、
2008年4月に問に合うように、
東小金井に残る学科、学部は、
いままで例のないような大規
模かつ歴史的な大改革を栖想
中です。
しかし、ぞのような教学上の
学科再編成計画とは無関係に、
学生諸君は、まず、とにかく勉
強してください。君たちは勉強
するために大学へ来たのです。
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桜の花が咲き誇る4月、法政
大学の工学部で新たな生活を
始めた新入生諸君は、期待に
胸を膨ら弐せていることと思い
ます。法政大学は君たちのそ
のような期待に十分答えるこ
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苦せんのでご了承下さい。(会報控当)
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3月末での悟報です。綴終決定ではあり

︑一︑﹂,

築学科が市ケ谷で合流し「デ
ザインエ学部佳設置する予定
が而ります。小金井では学部
学科の再編が行われるほか、
生命機能系の新しい学部の設
置案も出されてい武す。 ここ
数年で小金井の状況は一変す
ることになると思い武す。
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都市環境デザインエ学科、建
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されると闇いています。道場を
使用している団体は体育館に
移り、仮設の部室梗がグラウン
ドに建てられることになるので
はないかと思い弐す。
2007氏度以降には今年移
るシステムデザイン学科に加え、
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なる道場及ぴ部室棟は取り壊

面

館屋内プール付設めゞ建設さ
れる見込みです。
姦た、工事車両の進入路と
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小金井地区の再関発計画に
伴い、現在ある梶野町グラウン
ドの機能を緑町グラウンドに全
面移転することになりきした。
移転に師たっては改修工事が
必要となり、また完成後は工学
部全学科の体育授業や課外活
動が行われることから、近隣住
民との話し合いが昨年11月よ
り行われてき表した。
最終的には、使用時問は20
時(消灯)まで、同じ時周帯には
1団体のみ、日曜日は使わない、
対外試合は行わない等で合意
しきした。この3月に着工し、8
月弐でにはサッカーコート約1面
分の人工芝のグラウンドとテニ
スコート2面力、毛成する予定です。
今後は教学改革の進展に伴
つて校舎の建設計画が進むこ
とになりますが、現段階では梶
野町グラウンド跡に校舎と体育
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工体連幹事
(学生生活課)

小金#地区の体育施設等の"記につι■て
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新工学部長

大澤泰明
創造性、積極性などを含めたト
ータルとしての有用な能力に
満ちた人材です。スポーツに励
むことは、ぞのための確実な方
法のーつに違いありません。

工体連の発展と同時に、そこ
に所属する工学部生の頑張り
を期待してい宗す。

活きている事の喜ぴを体感出来る空問造りをめざしています

株式会社クローネ設計企画
代表取旨市役松上己秀文(1976年雄築卒・ワングーフ"・ーゲル部)
〒171‑0052 東京都豊島区南長崎1‑18‑11 矢野枇名町ビル1侃
TEL033565‑5885 FAX03・3565・5887 E・N仏IL matuo@bone・jp.com
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空手部新部長、新監督にひとこと
平成17任4月、空手部にお
いて長期にわたりご指導を
頂いた後髞剛前部長(S57
H16)、市野彰俊前監督(S55
H16)より池山保新部長並
ぴに菅原良司新監督に引き
継ぎました。

両氏のもと、部員一丸と

なって新たな空手部の伝統
を創りあげて欲しいと思い
ます。
工体連並ぴにOB諸先輩の
皆様には今後ともご支援、
ご協力をお願い致します。
(文責竹重
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習得と並行して、空手部の活
動を両立させることは、学生
本人の自覚力唖要になりぎす。
しかし、立武両道を自指す学
生には、空手部の活動を通し
て諸先輩方や他の大学の学

生との交流から得られる社
会人としての素劃よ貴重です。

特に昨住度には先輩諸氏
空手部部長
池山保
前任の後藤部長より後任
の部長を依頼され、空手に関
する知見は無くても良いと
いうことで詐年より空手部
の部長に就任いたしました。
実際の指導は菅原監督にお
願いしております。

工学部という学業の忙し
い分野での専門的な知識の

に御尽力頂いた、一般の学生
が体験することのない、大会
の運営など空手部の活動を
通して獲得した知識や社会
性と学生の本分である学業
の成果とを存分に活用して
有意義な社会生活を送れる
能力を身につけて社会に出
て行くことができます。その
ためにも、今後ともOB各位に
は御指導、御協力の程よろし
くお願い申し上げます。
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空手部監督('74建築卒)
菅原良 治
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するなどとは言えませんが"武
道は仁である"を根本にして、
次の事を身に付けられぎす
ように学生と共に精進して
行き弐す。
1.礼節を璽んずる。「礼」
の意味をよく理解し、形だ
けの礼ではなく敬愛の心
を持った礼が出来る事。
2.ONとOFFの区別をはっ
きりする。今何をすべきか
を考え、その時にやる事を
確実にやる事。勉学に励む
時は勉学に、稽古の時は稲
古に打込み、遊ぶ時は心底
遊ぴ、泣く時は泣き、笑う
時は腹から笑う。
3.どんな事、どんな時にも
最後まで諦めない。自棄に
ならない事。
4.視野を広く持ち、国際的
な視野で考察出来、行動出
来る事。
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柔道部OB会長
佐髞光男
工体連のOB会の手本となる
ような会にするのが私の願
いであります。柔道の趣旨、
精力最善活用のもとに自他
共栄を目指し、法政工柔会発
展また工体連発展のために
努力する所存でござい家す

ので今後とも何卒ご指導ご
鞭縫のほどよろしくお願い
いたします。
最後に、「兄貴に含弟.宴で
結ぱる。」
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大学を退任され,現(社旧本

グの普及発展に尽力された渡
辺政史先生の「瑞宝中綬章」
受賞のお祝いも同時に催され、
工体連ボケシング部40周年に
花を添えるかたちとなりま
した。
お忙しいところをご参加
いただいた御来賓の方々、
また遠方から駆けつけてく
ださったOBの皆様のおかげ
で滞リ無く、楽しく式典を
終えることができぎしたこ
とを御礼申し上げ談す。
工体連ボクシング部は、山
あり谷ありの40年でしたが、
これから先も工体連本部及
ぴ名部と共に歩んで行きた
いと思ってい弐すので、フ
後ともご指導ご鞭艦の程よ
ろしくお願いいたします。
(文資監督猪俣哲哉)

アマチュアポケシング連盟副
会長で初代工体連ボケシング
部監督も務められた渡辺敗
史先生にご参加いただきま
した。
窯1
ぎた、我部からは渡辺嘉
心"冊
二郎部長、創部当時の様子
を知る大先輩から、ぎだぎ
i
だ現役で動けぞうな若手OB
まで懐かしい顔が勢ぞろいし、 1
合計49人の盛大な式典とな
りました。
式典では、御来賓の方々
のスピーチ及ぴ長年、日本体
育協会でアマチュアボケシン
祝賀会にて(撮影國井敬児)
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菅原工房(有)一級建築士亊務
所代表
全日本学生空手道連盟空手
道六段、関東学生空手道連盟
常任理事
全日本理工科系空手道連盟
監督部会副部長
(指導方針)
未熟な陶分ですので、確
たる指導方針を持って指導
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工体連ボクシング部40周年
式典が、平成17年12月10日
土曜日午後3時より、畿ケ関
の「法曹会館」において行わ
れましたので、ぞの時の様
子をご報告いたします。
当日は天候にも恵談れ、
御来賓の工体連OB会会長菊
池貢一様をはじめ、工学部
同窓会会長阿部塁様、柔道
部OB会会長佐藤光男様、少
林寺拳法部OB会会長鈴木統
様、剣道部OB会副会長望月
久生様、工体連OB会常任理
事中尾美佐易様、当部関係
者ではあり武すが先程法致

〒

^二宗

1 ●二

1977年経営工学科を卒業
いたしました柔道部の佐藤
光男です。
私はこのたぴ2006年1月
14日(土)法政工柔会総会(サ
ンメンパーズ新宿)におきま
して会長に就圧いたし表した。
私は柔道は初心者で入部
いたし弐したが、法政大学工
体連柔道部、こんないいとこ
ろはないと感じまして、卒業
以来いままでずっとOB会関
連の行事に積極的に参加し
てまいりました。
人付き合いとは何かをず
つと考えておりきして、も?
とも人生を豊かにするもの
と思ってい佳す。
工体連におきぎしては、菊
池会長のもと、他の理事の方々
に賛同していただけるよう
なアイデアや企画を出せれぱ
いいと思っております。
法政工柔会が樂展し他の
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工体連OB会の益々のご繁栄
をお祈りいたします。
①2005年(平成17年)4月

②1任
③自由民主党
④柔道(6段、 Bライセンス審
判員)、スボーツ全般
⑤1男1女
⑥1市2町の合併に伴い、捻
万7千名の新佐野市が誕生し
武した。新佐野市のまちづく
りに33年問民問で培ったま

球遍緩化防止対策
⑧佐野市は東北自動車道路
佐野藤岡IC、平成20年開通予
定の北関東横断道路・鵠沼佐
野ICと2つのICを有し、物流の
を市政に反映するために市議
会議員になる決意をしました。
⑦この27年周かかすことなく、
毎週水曜日の朝永山駅街頭で、
議会活動について報告してい

ます。政策的には、「市民と協
働する街づくり」をめざして
いて、

1)会派の垣根を越えて政
策を検討しながら政策立
案する議会に改革。

2)新たな政策の財源は市
民が貸し主となる公募型
市債の導入。
3)市民主権に基づいた自
治墓本条例で市民の目と
声と手の協働で創りだす。
4)NP0などと連携しなが
ら子ども家庭支援センター
の拠点づくり。
5)地域で自分らしく自立
した高齢者の生活を支え
る地域ネットワークづくり。
6)ニュータウンの再生で若
者にも魅力ある雇用の場
の確保と活力ある街づく
り。

フ)南民壗働で環境先進自
治体をめざす。
鋤生涯スポーツで健康づく
りを。

した。
柔道部が出来たぱかりで、
練習場の確保が難しく、ボイ
ラー室のコンクリートの上に
畳を敷き練習したり、屋上に
工学祭で使用した廃材のべニ
ヤ板と角材で台を作り畳を敷
いて練習し苦した。部員は
45人もい赤した。全員柔道
が大好きでした。懐かしい思
い出です。
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佐野市議会議員

飯田昌弘
C脚柔道部)
⑩生涯スポーツとして今でも
週2回は畳の上で子供たちと
練習に励んでい衰す。70歳
家では現役で頑張りたいと思
つています。皆さんも自分に
あった方法で社会に貢献でき
る楽しみをぜひ見つけてくだ
さい。

⑧多摩市基本構想の将来都市
像は、『市民(わたし)が主役の
まち・多摩 夢と希望をかな
える"手づくり"ステージの
ぎち 」
多摩市は向治基本条例の制
定で恬報の共有化が進んでい
る畠治体だと思います。
「第四回行政サーピス調査」
(対象7侶市区町村X日本経

済新聞社及ぴ日経産業消費研
究所調査)

行政革新度(総合評価)61位
市民参加度
1位
効率化・滑性化度訟9位
利便度
481位
行政サービス度(総合) 7位
子育て環境
"位
⑨雪国に育った私は(山形県

寒河江市生弐れ)工学部に入
学すると同時にスキー部に入
りました。4年周の大学生活
は春、夏、冬のスキー部の合宿
で山と雪上の活動を中心に過
ごして来たように思います。
当スキー部が加盟している
関東理工学部スキー協議会主
催のスキー競技会が猪苗代ス
キー場で行われました。鏡技
種因の回転、大回転に出場し
たのですが、大回転では途中

姦鵡

⑥新住宅市街地開発法で街づ
くりが行われていた多厚ニュ
ータウンの永山団地に、1972
年12月に入居しました。当時、
陸の孤島と言われ、交通機関
の不便さ、日常生活の不備を
解消するために新住民による
自治組織としての自治会(3000
世帯)が発足しました。私が
自治会長として、高圧線鉄塔
建設反対、尾根幹線道路反対
運動等々をはじめ諸課題につ
いて行政や公団等との話合い
する中で、行政の頑な姿勢に
風穴をあけ、新住民の真の声

⑦安全・安心の道づくり。地

⑨柔道部に所属し第4期のキ
ヤプテンをさせていただきま

ゞ
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容

⑤妻と二人家族

ちづくりの経験、柔道の指導
を通して子供たちの健全育成
に携わってきた経験を生かし、
新佐野市の「まちづくり
づくり」さらに踏み込んだ立
場で参加したかった。
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①1979年(昭和54年)4月
②27年
これ衰での議会での怒歴
扮93年 95年
厚生産業常任委員長
扮97年2000丘
決算特別委員会委員長
殉99年5月 2001年5月
市議会翻議長
2001年5月 2003年4月
市議会議長
2003年5月 2005年4月
議会運営委員会委員長
③無所属
④ス牛一・テニス・読書

゛

拠点としてめざましい発展を
遂げてい宗す。
新都市として開発したアウ
トレット、イオングループのジャ
スコ佐野店は年周700万人の
来客でにぎわっています。
出流原弁天池は日本名水百
選に選ぱれ水のおいしさに定
評があります。佐野ラーメン
も自慢のーつです。
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多摩市議会議口

菊池富美男
('6フスキー部)
までスピードに乗った滑りが
できたのですが、スピードの
出し過ぎで転倒し、ケガをし
た苦い怒験があり武す。
スキー部時代のスキー技術
が実を結ぴ、全日本スキー連盟
のスキー指導者としての資格
も習得し、現在は多摩市スキ
一連盟の会長として、子どもた
ちのスキー指導やスキー技術
の普及に取り組んでい含す。
⑩人生訓に「反省なき者に救
いはない」という言葉があり
武寸。他人からの忠告という
ものは中々受け入れられない
ものです。だから自分自身を

見直すために余裕が必要だと
言うことだろうと思います。

法政大学

工迷運ゴルフ部のまずまずの霧躍を祈る"
ゴルフ部OB会の主な行事
・ OB会ゴルフコンペ

・ OB総会

ゴルフ部OB会役員
^
ユミ
長保坂晃一('69経工卒) 副会長 實川等('フ7土木卒)
臣女
^
督井上玄('94雷気卒) 会 ・十 遠藤義浩('81建築卒)
工体連OB会役員
理事中溝栄一('84機械卒)田巻嘉彦('94土木卒)

法政大学学友会工体連OB会報
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各部OB会通信
●ソフトテニス部OB会

現役の1、2番手で組んだダブ
ル前衛との試合は、緊張感
があり、今さらですが勉強
させて頂ききした。
夜は何十丘も通っている
言祥寺のいせやで楽しくお
酒を酌み交わし議した。
子部員も増え、昨年は一部
で上位に食い込み、今任こ
ぞ悲願の優勝を、と頑張っ
てい畿すので是非、今年の

12月11日(日)に小金井コ
ートでOB会を開催しました。
恒例の現役・OB対抗戦では、
今年も軍配は現役に上がり
武した。 OBとしては嬉しい
のですが、ルールが変わった
と(レシーパ以外もコートに
入れるようになりました)、
ということより体力的につ
いていけないことが大きい
ですね。久々に参加頂いた
本問大先輩や今津先輩に奮
闘頂きましたが現役の若さ
に圧倒されぎしたね。特に

OB会(12月初予定)には大勢

姦

の先輩の参加をお待ちして
います。
(立責高津次朗'82)

詳

宅声

^

、
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今年から工体連OB会の同
窓会・校友会担当理事になり
ました剣道部OB望月久生です。
私の住いは東小金井にあ
ります。学生時代に小金井
キャンパスの片隅にあった警
備員室(マンション)で生活を
した関係で、何故か向然のな
りゆきで東小金井が生活の
本拠となったようです。
小金井の工学部も40周年
を過ぎ、著しく変革をしてき
ました。新学部と新学科及ぴ
校舎も新設され、小金井キャ
ンパスも大きく変化をしてお
り畿す。又、現在のグランドに
は新しい教室棟と体育館の
建設計画も進行しているよ
うです。
システムデザイン学科が
2006卸度から市ケ谷に移転、
2007年度には都市環境デザ
インエ学科、建築学科を合せ
てデザインエ学部となる見込
みのようです。

、

望月久生
2007年度の一年生から市
ケ谷で募集が関始され、2年
生以上は小金井に残る予定
になると、キャンパスが分か
れることで、現役学生、工体連、
同窓会の活動もどのように
対応して行けぱよいのか難
しい状況になって来ており
ます。
少しでも工体連現役学生、
OB会のより良い活動の為に
努力をして行きたいと思っ
ておりますので、先輩各位
のご協力を宜しくお願いい
たします。
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工体連OB会の金庫番、空手
部の竹亜高志です。平成巧卸
度から理事として参加して
いますが、平成17年度から財
務を担当してい弐す。
昨年度は工体連創立40周
年記念式典という大きい行事
がありましたが、各部OB会より
多大なご支援を頂き、盛大に
開催することが出来ました。
私自身財務の役割を無事に務
めることが出来弐したこと、心
からお礼申し上げます。
卒業して25年、現投と稽古
した翌日は全身筋肉痛で苦
しむ情けない姿にがっかり
する年齢ですが、気持ちだけ
はいつまでも現役でいたい
ものです。私にとってOB会
は心の栄養剤なのかもしれ

『J^ξ●^エ゛

、÷、ζ

司リ、、

竹璽高志
ません。
工学部の改革に伴い、工体
連の行く末に多少の不安を
感じるこの頃ですが、工体連
OB会の結束が今後一属必要
になってくると思います。
本年度も年会費、広告等で
皆様にご支援をお願いする
と思います。頂いた貴重な財
源を工体連発展のために有
効に活用できるよう頑張り
たいと思います。よろしくお
願い致し弐す。
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'06.420 (木)
'06̲ 624 (土)
'06.824 (木)
'06.9.9 (土)
' 06.1026 (木)
' 06.11,4 (士)
'06,11,18 (士)
'07,2,15 (木)
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盆
中尾美佐男
物料理や特産品、地酒を味わ
うことの方が多く、家に着い
て体重を計ると必ず増えて
いて後悔しています。
今年は卒業生の全国大会
が食の宝庫・沖縄で開催する
ので、今からとても楽しみに
しております。こハノよ私ですが、
工体連OB会の発展の為、頑張
りますのでよろしくお願い
致し家す。

^

跨1回理事会・会報発行第19号
第2回理事会・工体連お祭り
第3回理亭会
ゴルフ大会
第4回理事会・会報発行第20号
OBの集い
工学部同窓会創立40周年記念式典
第5回理事会

祝賀会
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都市の中に街をつくる
戸建分譲住宅の企画般計
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有限会社旦建築計画
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日頃より工体連OB会の皆
様には大変お世話になって
おり,本誌面をお借りして感
謝申し上げる次第です。
私は、82年に建築学科を卒
業し、現在は東京・板橋にて建
設会社を経営しています。本
来は技術者なのですが、今の
業務内容は営業が主体で、毎夜、
接待と称して飲み歩き、身体
は「病気の総合商社」と化し
ております。このアルコール
潰けのブヨプヨの身体を再生
するために、スキーを始め、サ
ツカーや水泳、ゴルフ等のスボ
ーツをや?て汗をかいている
のですが、あまり効果が無い
ようです。
また趣味として、旅行によ
く行きますが、観光よりも名

竹重高志

(円81年建築卒空手翻

、^

.

〒杓3‑0834

.‑J "]ゴ゛ム

一

一「搾弐捻鶚

東京都八王子市東浅川町288‑8

1
『、JJ

、Y、、'一■市、

TEL042‑668‑8965 FAX042668‑8966

