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小金井再開発が始動、懐かしの校舎解体が始まる
小金井再開発が始動、懐かしの校舎解体が始まる

少し肌寒くなった11月18日
（土）に、工学部同窓会創立40
周年記念式典が、平林総長を
お迎えして、盛大に小金井キャ
ンパスにて開催されました。参
加者は来賓を含めて約300名

にものぼり、全国各地からこの
式典にお集まりいただきました。
記念式典では今まで工学部
に貢献して頂いた23名の方々
を表彰しました。祝賀会では、
工学部マンドリンクラブによる

演奏があり、今までにない新鮮
な演奏が一同の注目を集めま
した。もちろん、最後には応援
団のエールのもと校歌斉唱が
あり、50周年に向けての更なる
一歩がここからスタートしました。

現校舎を見る最後の大きな
イベントだったので、合間に校
舎を回られた方々も多かった
のではないでしょうか。たくさ
んの思い出をありがとう、我ら
の校舎たち！

阿部鞏工学部同窓会長の式辞

菊池貢一工体連OB会長の祝辞

祝辞を述べる平林千牧総長

工学部同窓会会長
工体連OB会顧問

工学部同窓会のこれから
昨年11月18日に開催された
工学部同窓会創立40周年記
念式典には工体連OB各位多
数のご参加を戴き誠に有難う
ございました。皆様の変わらぬ
熱い友情に心から感謝申し上
げます。
式典における平林千牧総長
による工学部同窓会に対する
期待の祝辞、大澤泰明工学部
長の「法政大学の現状と工学
部展開」と陣内秀信教授の「水
の都市ヴェネチィアと東京」と
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題する記念講演は、それぞれ
法政大学の明るい未来を示唆
するものでした。
祝賀会もマルチユースホー
ルを満杯として、間もなく解
体される40年の歴史を刻ん
だ校舎を振り返り、旧交を温
める素晴らしいひと時でした。
さて、
「工学部」という名称
は教学改革により、3年後には
無くなることになります。法政
大学の理工科系学部は次年度
から、理工学部（仮称）
、デザイ

最

善
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活

柔
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ン工学部、生命理工学部
（仮称）
、
情報科学部の4学部体制とな
る見通しです。こうした流れは
60年の歴史を持つ工学部が
研究、教育体制の将来構想に
基づいて改組再編されるもの
です。
工学部同窓会は、小金井校
地40年の歴史の中で共に強
い団結と友情を育んで参りま
した。又、卒業生のみならず教
職員においても、他学部以上
に4学部の連携は必須と考え

部

られます。
そこで同窓会は工学部が存
在する今後3年間は工学部同
窓会として存続させ、それ以
後は理工系学部同窓会連合（仮
称）として、母校の発展に寄与
出来る組織として活動する方
向で検討しております。
皆様には、同窓会の名称が
変わっても一層の連帯意識を
もって、新組織に対して倍旧の
ご理解とご協力を賜りたくお願
い申し上げます。
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長 佐藤 光男
（経営79） 副 会 長 清水 昌良
（土木69） 副 会 長 渋川雄二郎
（機械71）
計 石山 道夫
（経営84） 事務局長 松本
勇
（土木69） 幹 事 長 石井 秀幸
（建築84）
法政工柔会HP：http://www7a.biglobe.ne.jp/hosei-judo/
＜新年会 平成19年1月13日 サンメンバーズ東京新宿にて＞
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小金井キャンパス再開発！
！
小金井キャンパス再開発！
！
小金井キャンパスは大きな変化を迎えます。
1.ソフト面（教学改革、新学部設立、学科
再編）
2.ハード面 （新校舎建設）
昭和60年、多摩キャンパス
に工学部一般教養課程（1、2
年生）が移管された時に大き
な変化がありました。
20年の時を超えて、再び工
体連に・
・
・
・。組織改編により、
小金井キャンパスにいる学生
数が減少します。
3つの学科（都市環境デザ
イン学科、建築学科、システム
デザイン学科）が今年度より
市ヶ谷キャンパスに完全移動
します（1〜4年まですべて一
度に）。そのため、約1／3の学
生が小金井を離れることに
なります。
今後の各部の活動をどの
ように進めてゆくのか（活動
場所等の施設、部員数、部員募
集など）
、これからどのように
工体連の組織を継続してゆ
くのか、早急に方向性、対策を
打つことが必要です。

●緑町グランドを使用して
昨年12月、サッカー部OB会
で新グランド（緑町グランド）
を使う機会がありました。
緑町へ展開する前には、以下
の様な条件があり、運用はか
なり厳しい状況ではないか
と予想されていました。
・ 日曜日の使用は禁止
・ 夜間の使用は20時まで
・ 1部単位での使用に限る（テ
ニス部との同時使用は可）
・ 対外試合は禁止
・ 野球部のフリー打撃は禁止
・ 昼休みの使用禁止（テニス
部には大きな障害に）
しかし、
サッカー部としては、
グランド状態は非常に良く（ハ
イブリッド型人工芝）
、現役・OB
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2007年 1月 現グランドに部室等建設着工
5月 現部室棟、武道場 解体開始
7月 現グランドに「東館」建設着工
東館：5階建て
（教室・学生厚生施設・体育館・武道場）
2008年10月 現教室棟、体育館、プール解体開始
2009年 2月 現教室棟跡に「北館」建設着工
北館：3階建て（研究室・実験室）
2010年 5月 現研究実験棟、管理棟解体開始
12月 再開発完成予定

小金井再開発完成予想図

にとっても歓迎出来る施設
でした。
水はけも良く、グランドもフ
ラットで、ネットもしっかりし
ています。クラブハウスもシャ
ワー完備で、一日限りの使用
でしたがOBにとっては素晴
らしいという感想でした。
テニス部は専用コートが2
面ありますので2部（硬式、ソ
フト）で使用出来るものの、昼
休みに使用出来ないのは影
響があるかもしれません。
ただし、従来の梶野町にも2
面は準備される予定です。
グランドはサッカー部を含
めて4部が使用することにな
っていますが、他のクラブ（野
球、ラグビー、アメフト）にとっ

てはそれぞれの感想がある
と思いますので、今後、取材を
していきたいと思います。
一方、水泳部のように小
金井地区にプールがなくなる
ような部活もあり、各部によ
っての格差があることも今
回の特徴です。授業で使用す

る種目であるかどうかが大
きな分かれ目にもなってい
るようです。それぞれの部で
はどうでしょうか？OB会理
事を通じて会報担当まで感
想をいただければ幸いです。

上：テニスコート
左：グランド全景

法政大学学友会工体連水泳部の活躍を応援します
法政大学工体連水泳部OB会（工泳会）
工泳会

会

長

藤田

善博

小金井市梶野町3−7−2（学友会工体連水泳部内）
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新 年 度 会 長 挨 拶

新 た な 決 意 を 持 っ て 、、
工体連OB・ＯＧの皆様には、
益々ご清栄にてご活躍の事と
存じます。早いもので、過日
の理事会にて新年度の役員体
制について決定し、気持ち新
たに活動をスタートする事と
なりました。本来なら任期満
了により改選となりますが、
3年任期制を目指す事とし、
現体制を1年延長継続する事
としました。
これは大学関係の理事会等
の任期が3年体制となってい
る事を考慮しての措置です。
さて、本年度も新たな工体
連卒業生を迎えた訳ですが、

近年体育活動を通じて充実し
た大学生活を送ろうとする諸
君が減少傾向にあります。
工体連も創立30周年時と40
周年時とでは200名近くの減
少があり、昨年（平成18年）5
月時の届出で370名の実情で
した。
又、各部の状況は当該年次
部員ゼロとなっている苦しい
状況も散見します。
それに加え、既報の小金井
キャンパス再開発計画に伴う、
運動施設の移転、縮小、廃止等
計画により、この春から具体
的な工事が始まります。

第12回「工体連お祭り」

部が開設されます。さらに、
2008年には理工学部、生命
理工学部の発足をめざして
いるそうです。工体連として
は現役部員獲得に影響があ
るかもしれません。
柔道部は1969年卒（団塊
の世代）の先輩たちの時、部
員数が一番多く、16名おりま
した。空手部はその当時、あ
まりにも部員数が多くて入
部を断ったりしたと聞いて
おります。（うらやましー）
工体連はこれから先、部員
の確保、維持がピンチかもし
れませんが、もともと工学部
で体育連合会に入る人は少
なかったはず、やり方次第で
は入部を断わるぐらいにな
るのも不可能ではないかも

柔道部の佐藤光男でござ
います。
工体連の皆様、大変ご無沙
汰しております。今年もま
た＜工体連お祭り＞の季節
がやって参りました。
6月30日（土）17：00より工
学部小金井校舎マルチユース
ホールにて第12回＜工体連
お祭り＞が開催されます。
私も担当理事として、皆様
にストレス解消が出来て、楽し
んで満足していただけるよ
うなお祭りになるよう頑張
ります。
今、法政大学工学部は変わ
ろうとしています。2007年4
月より市ヶ谷にデザイン工学
今年2月に開催された第5
回理事会において、役員任期
を3年間にすることが承認さ
れました。
それに伴い、昨年度役員が
留任することになりました。
従来であれば、今年3月が改
選期でありましたが、大学の
他の主だった組織は概ね任
期が3年で、それに工体連も
合わせるような形になりま
した。そのため、次回の改選は、
来年平成20年3月となります。

（３）
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各部は、外部施設での代替、
緑町グランド、キャンパス内で
の共同使用が必要になります。
環境が大きく変化する中での
部員確保と通常の練習の維持
に大きな制約を受けることに
なります。平成20年8月の体
育館竣工予定まで続きます。
今年度からの旧建築系関係
学部の市ヶ谷地区移転と合わ
せ課題は多く、現役諸君には
工体連本部を中心に英知を絞
り、努力願いたいものです。
当会としては、現役諸君の精
神的な支えとなれる様、引き
続き交流強化を図って生きた
いと考えます。
当年度の活動予定も従前の
計画を踏襲する事となります
が、一層の内容吟味と充実を

図る努力を、留任頂きました
理事各位のご協力を切にお願
いし、活動を展開したいと思
います。
引き続きの会員の皆さんの
ご協力・ご理解をお願い致し
ます。

しれません。
いずれにせよ工体連の原点
＜工体連お祭り＞の成功がそ
の鍵を握っております。
OBの皆様、特に団塊の世代
の先輩方＜工体連お祭り＞に

おいで下さい。工体連繁栄の
ヒントを教えて下さい。お
待ちしております。
ああ 上野駅
宜しくお願いします。
（お祭り担当 佐藤光男）

会 長
副会長

理事長

近藤
山口
室井
阿部
菊池
市野
小畑
大島
松尾

征也（
昭博（
正史（
鞏（
貢一（
彰俊（
修孝（
光雄（
秀文（

菊 池

貢 一

（ 69 剣道部）

昨年の様子

6月30日（土）開催！！

於：小金井キャンパス

各部の現役とOB、さらには工体連全体での交流を図り
ましょう

工体連OB会 平成19年度役員
成19年度役員
顧 問

工体連OB会会長

62空 手）
63スキー）
64剣 道）
66柔 道）
69剣 道）
69空 手）
70陸 上）
72サッカー）
76ワンゲル）

常任理事
（総 務）
（校友会）
（お祭り）
（財 務）
（会 報）
（会 報）
（同窓会）
（OB大会）
（名 簿）
（ゴルフ）
監 査

中尾美佐男（
望月 久生（
佐藤 光男（
竹重 高志（
高津 次朗（
細淵 祐二（
土居 通明（
吉岡
均（
佐野 嘉之（
田巻 嘉彦（
長嶋 克佳（
古里 一文（

82スキー）
73剣 道）
77柔 道）
80空 手）
82ソフトテニス）
86サッカー）
84ボクシング）
87少林寺）
86水 泳）
94ゴルフ）
71応援団）
88バレー）

会員の皆様と
工体連剣道部の活躍を応援します
法政大学工剣会
会

長

副会長

室 井 正 史（1964年 経営卒）
角 坂 好 昭（1968年 機械卒）
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●2006年度ソフトテニス部OB・OG会を開催

●法政工体連サッカー部OBシニアチーム
小金井シニアリーグで初代王者に！！
はじめまして、工体連サッ
カー部OBシニアチーム
（TECH
FC）の事務局を勤める85年
度卒業の吉林です。
06〜07年の小金井市シニ
アサッカーリーグにおいて、
我がOBシニアチーム（TECH
FC Over 40'S）が成績1位と
なり、
リーグ初代チャンピオン
の栄冠を手にしました。
これも参加していただい
たOB、ボールなどを提供して
くれた現役の協力のお陰で
あり、関係者の方々には改め
てお礼を申し上げます。
さて、ここでシニアOBチー
ムについて少し説明いたし
ます。
法政大学工体連サッカー
部OBチームは、現在東京都
社会人サッカーリーグに参加
しているものだけでした。
このため下っ腹が出て、体
力的にも運動能力でも少し
鈍くなってきた中年の我々
40歳以上のOBでは、参加が
厳しい状況でした。しかし
中年OBの中にはまだまだサ
ッカーを続けたい。だけど、
周りにシニアのチームがない。
あるけどレベル的にもの足
りない、でも体力が？？？？
など色々な希望があったよ
うです。
そ こ で 今 回、4 0 代 以 上 の
OBがサッカーを楽しむため
にシニアチームOver40'sの
設立となり、工学部所在地で
2006年度からシニアリーグが

スタートした小金井市リーグ
への参加となりました。
現在シニアリーグでは、試
合時間40分（20分ハーフ）
、
選手交代は登録内で何回で
も自由、危険なプレイ（スライ
ディング、ショルダーチャージ）
は禁止となっており、サッカ
ーを楽しむ中高年には魅力
的なリーグとなっています。
また、実際リーグ戦では、現
役のころを彷彿させるプレ
イやイメージと体がついてい
かないプレイなど、珍プレイ
好プレイが飛び出し、楽しく
サッカーをしています。他の
チームとも交流ができ、人の
輪も広がっています。
最後に、近隣に在住の方
でサッカーをまだ楽しみたい
方は是非参加をお持ちして
います。
OBシニアチームの活動状況
登録人数は、2007年3月現在
で21名（40代18、50代3名）。
小金井市シニアサッカーリーグ、
市民大会に参加、年間10試合
程度を予定しています。
（文責 OBシニアチーム幹事 吉林豊浩 '86）

今年は「おいでやすOSAKA」大阪大会
2007.10.5（金）〜7（日）
於：大阪国際会議場

益

永

（文責 高津 次朗

82）

工体連OB会19年度スケジュール

編集後記
各部部員が減少している
中でこの大変革！普通に考え
れば苦しくなるように思え
ますが、
「ピンチはチャンスで
す！」いくらでも方法はあり
ます。皆さんの知恵を使って
更なる発展を考えましょう。
今号は、取り掛かりが遅く
一時はどうなることかと思
いましたが、どうにかここま

第15回 法政大学全国卒業生の集い

代表取締役

来年こそは負けないぞと心
に誓った次第です。夜は数十
年通っている吉祥寺の焼き
鳥屋の伊勢屋で恒例の大宴会。
テニス談義に花が咲き、楽し
いＯＢ・ＯＧ会でした。
理工系は残念ながら優勝
は出来ませんでしたが、今の
戦力であれば十分それも可
能だと思います。今年は是非、
優勝して次回のＯＢ・ＯＧ会は
優勝祝賀会を兼ねられるよう、
期待しています。ＯＢ・ＯＧの
皆さんも次回は是非、ご参加
下さい。

07. 4.19（木） 第1回理事会
07. 6.30（土） 第2回理事会・工体連「お祭り」
（現役・OB懇親会）
07. 8.23（木） 第3回理事会
07. 9. 8（土） 親睦ゴルフ大会
07.10.11（木） 第4回理事会
07.11.3又は4（土、日）
予定 OB大会
（工学部ホームカミングデー）
08. 2.21（木） 第5回理事会

小金井シニアリーグ戦戦績
VS ユナイテッド 2−1 ○
VS ＯZZY
4−2 ○
VS パパス
2−0 ○
VS MINAMI
0−3 ●
VS 前原クラブ 2−1 ○
VS 小金井シニア 1−1 △
通算 4勝1敗1分

有限会社

12／3（日）に毎年恒例のソ
フトテニス部ＯＢ・ＯＧ会を開催
しました。
今年は長野からわざわざ
日向先輩も駆けつけてくれて、
楽しい現役との交流会とな
りました。最近では大先輩か
ら若いＯＢ・ＯＧを含め、いつ
も20名近くが出席頂けるよ
うになり、大変盛況になって
きました。
現役との交流試合は昔を
思い出し、我々も本気モード
で頑張りましたが、さすがに
現役にはかないません。すご
く嬉しいのですが、昔のよう
に悔しい思いもよみがえり、

で完成することが出来ました。
皆さんのご協力に感謝致し
ます。
会報第19号において、空手
部監督のお名前が間違って
おりました。お詫びして訂正
致します。
正 ： 菅原 良司 監督
誤 ： 菅原 良治 監督
会報担当 細淵 祐二

マスナガ

義

ビジネスホテルインドヤ
呉 市 中 央 １ 丁 目 ５ − ７
ＴＥＬ０８２３−２１−５７１６ ＦＡＸ０８２３−２１−５７６３

則（１９７３年電気卒・サッカー部）
マスナガカメラ店
呉 市 西 中 央 ３ 丁 目 ７ − ３９
ＴＥＬ０８２３−２２−５１６８ ＦＡＸ０８２３−６９−２５２５

