第23号

平成20年5月1日発行

（１）

法政大学学友会工体連ＯＢ会報
発
発
編
題
事

行所 法政大学学友会工体連
行人
菊
池
貢
一
集人
高津次朗・細淵祐二
字
青
木
繁
務 局 東京都豊島区南長崎1-18-11
矢野椎名町ビル101 〒171−0052
（株）ク ロ ー ネ 設 計 企 画 内
TEL
03-3565-5885
FAX
03-3565-5887

新会長再任挨拶

新たな活動視点で組織一体化に向けて
早いもので、今回のご挨拶が な施設の建設が続き、その完
私の会長として再度チャレン 成とともに運動施設も大きく
ジするに当たっての所信を披 様変わりしていくのをこの3月
の中旬に現地視察をしてまい
瀝することとなります。
副会長以下、各理事につきま りました。
新校舎の完成は待たれますが、
しても、各部ＯＢ会に特段の事
情がない限り『継続のお願い」 同時に大きな変化に対応する、
の形で今後の運営に当たって 否出きる体制作りが急がれます。
行く事でご了解頂く事となりま 小金井という限られた施設と
環境の中では発展してきまし
した。
これは、一重に現状の大学 た活動も学部再編・新設に伴う
改革に伴い、今後の現役工体 『工体連』活動をいかに維持発
連の諸活動への具体的な活動 展させるかについて様々な工
支援と合わせ、工体連ＯＢ会活 夫が必要となって来ております。
学生の自主的な課外活動に
動の在り方についてを慎重に
検討して行かなければならな 対する補助金制度として広く
一般を対象にしたものとなり、
『学
いと考えての次第です。
ご案内の通り、大学改革は 友会』というものが存在しなく
中長期の目標設定に伴い、粛々 なり（学友会費の代理徴収が
、工体連として学
と進捗しております。新校舎の 廃止される）
建設も旧グランド部分に新た 友会傘下になり活動補助を頂

新情報科学部長

井にも新しい教室棟や研究棟
の建築が進められ、かつての部
室も改築されました。小金井
いよいよ2008年4月より、小 校地の建物や外見は変わり、
金井校地は工学部を改組転換 長く親しまれ続けた武道場も
した新設の理工学部と生命科 なくなって一抹の寂しさも感じ
学部、2000年に開設された情 られますが、だからこそ工体連
報科学部の3学部体制となり、 のよき伝統を後進に伝えるべ
市ヶ谷に展開したデザイン工 き時だと考えます。そうした新
学部と合わせて理系４学部体 しい伝統作りに我が情報科学
制がスタートします。少子化の 部の学生も是非参加させてい
昨今、大学も受験生の様々な ただければ幸いと考えておりま
需要に応えるべく変革を迫ら す。皆様のご理解とご協力を
れた結果、工学分野の「ものづ お願いする次第です。
くり」の面だけでなく
「科学する」
さて、近年のインターネット
面に軸足が移ってきたのだと の発展により、学生の間では対
思っています。工学部は機械工 面のコミュニケーションに比べて、
学や電気電子工学、土木工学 て、携帯電話やメールを通した
など歴史のある学問基盤の上 バーチャルなコミュニケーショ
にたって和を尊び大きく発展し ンが当たり前になってきたよう
てきましたが、新設の2学部も に感じます。この結果、自分の
新しい教育理念に基づき、それ 考えを誤りなく相手に伝えるこ
ぞれの学問基盤の上で更なる とが苦手という学生が増えて
発展をするものと思っておりま いるようです。さらに、周囲の
す。こうした変革に伴い、小金 状況判断ができない（いわゆる

ご

挨

拶

くという構図がなくなります。
活動の申請としても本部経
由ということでなく、各部が用
件を満たしておれば直接大学
側に申請・許可を受けるという
点で大きく変化して行きます。
体育会・応援団を除くこととな
っており、
「工体連の存在を否
法政大学工体連OB会会長
定する」とも取れる制度がこの
4月から実施されます。
菊 池 貢 一
本部の存在意義をも考えさ
せられる許認可制度となる様
従来活動を通じ、学生・ＯＢ
です。事実、本部にはその都度 が一層の連携を通じ『法政大
申請での補助の余地は残され 学工体連』を如何に位置づけ
ていますが、このままでは組織 るか予断を許さない環境であ
体として活動維持が難しなっ るかを会員各位にご認識頂き、
てきます。本詳細は今後に適 任期継続いただく理事の皆さ
宜触れてまいりますが、活動の んと新たな視点での活動を継
主体は学生にありますが、結果 続したいと考えますので、会員
としてOＢの存在、ＯＢ会の存 各位の一層のご協力をお願い
在が問われようとしております。 致します。
場が読めない）
、自分ひとりの
勝手な思い込みで重大な事柄
を簡単に決定してしまうといっ
たことが多発しているようです。
翻って、スポーツや集団での競
技では正に全員が一体になっ
て相手と競い合いますが、スポ
ーツや団体競技は肉体面の能
力を高めるのはもちろん、対面
のコミュニケーション能力を高
めることは言うまでもありませ
ん。これは、スポーツをしてい
た卒業生が多方面で活躍して
いることで証明されていると思
います。精神面での鍛錬の機
会が極端に減少しつつある中で、
工体連の活動の意義は益々重
要になっております。現代の若者、
特に我が法政大学の学生には、
世代を越えたコミュニケーショ
ン能力と何事にも屈しない強
い精神力、そしてそれを支える
体力とを小金井校地での４年
間に獲得してもらいたいもの
だと思っています。学生の皆さ

情報科学部長

花

泉

弘

んには、工体連の活動を盛り上
げ、社会で大活躍されている諸
先輩に続いて、法政大学のよき
伝統を伝えていって欲しいと思
います。伝統ある法政大学工
体連で文武両道の実現と高い
精神を獲得していただきたい
と強く願っております。工体連
の益々の発展をお祈りしてご
挨拶とさせていただきます。
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'07ホームカミングデー 開催される！
小金井祭の中日である昨年
11月3日（土・祭）に、小金井キ
ャンパスにて「07ホームカミ
ングデー」が開催されました。
同窓会創立40周年記念式典
と同時開催された昨年よりも、
今回は参加者が若干少なかっ
たものの、工体連の皆さんの
参加は例年以上で懇親会会場
の一角を「工体連専用席」と
して、準備をするほどの多数の
ご参加を頂きました。工体連
は同窓会の中心的な存在にな
っている事は間違いありません。

今年も開催予定ですので、皆
様の積極的なご参加をお待ち
しています。
講演としては、大澤工学部
長から、新学部、新学科の展開
についてお話（ 工学部がなく
なるなど）があり、あまりの変化
に驚かれた方も多かったよう
です。さらに、今年４月から新
学部として発足した、生命科学
部生命機能学科教授の石浜先
生に「生命科学の先端と法政
大学での展開」という内容で
お話をしていただきました。

乾 杯！
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−2007年度工体連各種表彰者一覧−
2007年度工体連会長賞
最優秀賞
対 象 氏名・団体名
推薦理由・成績
団 体 空 手 部 全日本理工科系大学空手道選手権大会 団体形の部優勝
陸上競技部 関東理工系学生対校陸上競技大会 4×100mリレー1位
(岩間朋基・二ツ森友崇・山崎謙・古川浩気)
硬式野球部 東京六大学理工系野球リーグ 春季リーグ戦優勝
個 人 空 手 部 全日本理工科系大学空手道選手権大会
小野 さやか
女子個人 形の部優勝 女子個人 組手の部準優勝
水 泳 部 東日本理工科系大学水泳競技大会
渡邉 夕布子
女子50mバタフライ1位

優秀賞
対 象 氏名・団体名
団 体 ソフトテニス部
サッカー部
個人 空 手 部
阿部 鷹仁
空 手 部
倉重 茉季
水 泳 部
池田 愛
水 泳 部
佐藤 勲
陸上競技部
山口 まり絵

推薦理由・成績
関東理工科系大学ソフトテニスリーグ戦(秋期) 2部優勝
関東理工系大学リーグ 2部優勝
全日本理工科系大学空手道選手権大会
男子個人 形の部準優勝 同 組手の部準優勝
全日本理工科系大学空手道選手権大会
女子個人 組手の部3位
東日本理工科系大学水泳競技大会
女子50m背泳ぎ3位
東日本理工科系大学水泳競技大会
100mバタフライ3位
関東理工系学生陸上競技大会
女子やり投3位 砲丸投5位

努力賞（対象は個人）

法政大学校歌〜

工体連OB会 平成20年度役員
今年2月の理事会で会長に一任され、前回の役員が留任と
なりました。もちろん菊池会長も留任頂きます。
1面のご挨拶にもあるように大学の改革に合わせ、工体連
OB会活動も進めていかなければならない大事な時期ですの
で、役員一同結束して頑張りますので、会員の皆様のご支
援をよろしくお願いします。
問 近藤
山口
室井
阿部
会 長 菊池
副会長 市野
小畑
大島
理事長 松尾
監 査 長嶋
古里
顧

征也（
昭博（
正史（
鞏（
貢一（
彰俊（
修孝（
光雄（
秀文（
克佳（
一文（

62空 手）常任理事
中尾美佐男（
63スキー）（総 務）
望月 久生（
64剣 道）（校友会）
佐藤 光男（
66柔 道）（お祭り）
竹重 高志（
69剣 道）（財 務）
高津 次朗（
69空 手）（会 報）
細淵 祐二（
70陸 上）（会 報）
土居 通明（
72サッカー）（同窓会）
吉岡
均（
76ワンゲル）（OB大会）
佐野 嘉之（
71応援団）（名 簿）
田巻 嘉彦（
88バレー）（ゴルフ）

工体連ソフトテニス部
工体連ソフトテニス部

１部昇格

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）

氏名・団体名
水 泳 部 金田 行正
水 泳 部 古郡 辰則
陸上競技部 古川 浩気
陸上競技部 松下 美波
陸上競技部 二ッ森 友崇
陸上競技部 岸田 大地
陸上競技部 佐藤 智哉
陸上競技部 赤井田 絵美
陸上競技部 吉田 純也
陸上競技部 山下 卓也

推薦理由・成績
東日本理工科系大学水泳競技大会 200m個人メドレー6位
東日本理工科系大学水泳競技大会 100m平泳ぎ6位
関東理工系学生陸上競技大会 100m4位 200m4位
関東理工系学生陸上競技大会 100m4位 走幅跳4位
関東理工系学生陸上競技大会 走幅跳4位
関東理工系学生陸上競技大会 5000m5位
関東理工系学生陸上競技大会 400mH5位
関東理工系学生陸上競技大会 200m5位 100m6位
関東理工系学生陸上競技大会 3000mSC6位
関東理工系学生陸上競技大会 やり投5位

2006年度工体連OB会会長賞
奨励賞
団
体
空 手 部
空 手 部
空 手 部
バレー部
バレー部
バレー部
バレー部
陸上競技部
陸上競技部
陸上競技部

氏
岸川
竹内
鈴木
阿部
蔵重
原山
平田
青柳
峯浦
井上

名
彩香
沙良
梓弓
州子
麻純
美卯
理恵
愉香
麻美
芽里

学
科
建
築
建
築
デジタルメディア
電子情報
物質化学
コンピュータ科学
情報電気電子
経営工
物質化学
コンピュータ科学

※工体連OB会会長賞功労賞は該当なし

おめでとうございます！
これで今度は１部優勝ですね
頑張れ！
高津次朗（ソフトテニス部

1982経工卒）
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⑧

T e a m 1 8 0 の ポ レ ポ レ M t . キ リ マ ン ジ ャ ロ（2007.7.1〜7.19）

ワンダーフォーゲル部（4期）神谷忠史・
（5期）安達
今回、還暦を迎えた3人でアフリ
カの最高峰キリマンジャロに登頂
してきました。
Team180は我々3人の合計年
齢というわけで、
『ポレポレ』はス
ワヒリ語で『ゆっくり、ゆっくり』
の意味です。
60歳という今迄の仕事人生か
らのギアーチェンジにふさわしい
メモリアルの山はと考えた時、キリ
マンジャロは5大陸、アフリカの最
高峰である事。山の素養のある
者なら5895Mのピークを比較的
容易に踏める事等、体力的にも最
後のチャンスで山の総決算にふさ
わしいと、秘かに登ってみたい憧
れの山でした。
7月1日：成田発バンコク泊
7月3日：ナイロビ着。 飛行場に
降り立つと田舎の感、遠く草原地
の真ん中ではキリンが見えました。
『アフリカは暑い』と思っていた
のですが、ナイロビは標高1700M、
朝晩は寒いくらいです。
7 月 4 日 ： ナ イロビ 〜 モ シ、約
350kmをシャトルバスが猛スピー
ドでサバンナの一直線の道をグン
グン進みます。途中、前方の雲の
切れ目からキリマンジャロがかす
かに見えます。モシに夕方到着、
早速、明日からの登山のブリーフ
ィングです。我々のヘッドガイドは
頑強な体付のビクトリー、荷物の重
量制限、服装、高度順応等の注意
を受けます。
7月5日：マラングゲート〜マンダ
ラ ハットマラン グ ゲ ート ( 標 高
1700M)いよいよ、登山開始。管
理事務所で入山手続きをします。
登山隊は隊員（6）ヘッドガイド
（1）
サブガイド
（2）
コック（1）ポーター
（12）の総勢22人です。最初は森
林帯。2時間ほど歩きランチ。景
観のないジャングル地帯を4時間
程歩き続け、切り開かれた草原地
のマンダラハット(標高2727M)に
到着。
7月6日：マンダラハット〜ホロン
ボハット 本日より、高山病対策の
『ダイヤモックス』を朝晩125mg
服用。森林帯を抜け、草原帯を歩
きます。道はダラダラとゆっくり

悟・重光紀雄

登って行く、曇り空で眺望は望め ここがキツイ。200m/Hのペース
ない、途中頭に荷物をのせたポー で登れば5時に到着の設定です。
ターが元気にハイペースで追い抜 登り始めて1時間、安達氏不調で
いて行く、
『ジャンボ・ボレポレ』が ギブアップ、4900M地点でした。
良く似合う。ホロンボハット(標高 無念のリタイヤ。高度の初体験・夜
3720M富士山と同じ)に到着。
道で道筋が読めない事など、果た
7月7日：高度順応日、周辺の散策。 してこのまま頑張って高山病は・
・
朝起きると素晴しい天気。尾根 と不安が募る。他のパーティの連
の向こうにキリマンジャロのピー 中も嘔吐して背中をさすっても
ク が ち ょ こ っ と 見 え る 。標 高 らっている者など脱落者が出て
4000Mのゼブラロックまで上り2 いる。5:30 ギルマンズポイントに
時間、下り1時間の散策、雨水がシ 到着(標高5685M)。歩き始めて
マウマのような縞模様を付けた 夜が序々に明けてきて、ウフルピ
という。ここまでくると、マウエ ークが尾根の先端に見えてくる。
ンジピークが急峻な姿を現します。 ここからの景観が素晴しい。こ
午後は休養、石に腰掛けて移り変 こがキリマンジャロの醍醐味かも
わる雲の形を愉しみます。
しれない。雪の世界、一面の雲海、
7月8日：ホロンボハット〜キボハ アフリカ最高地のサンライズ・
・
・。
ット いよいよ4000M地帯を行き
ます。未知の高さです。不安が一
杯。いよいよ砂漠地帯。キリマン
ジャロの全体像がはっきり目の前
にあらわれます。途中、高山病で
しょう、救助用の1輪車に乗せら
れ下山していく登山者が行く。
なにか不安感が・
・
・夕方、キボハッ
ト到着(標高4703M)明日の登頂
ウフルピーク
（アフリカ最高峰）
のブリーフィング、出発は23:30。
寒いから衣服の上下とも4枚は 7:20 ウフルピークに登頂(標高
必要、ヘッドランプ・水を忘れずに、 5895M)なだらかな丘の上にウフ
出発まで充分睡眠をとるように ルピークはありました。眺望が素
夕食後5時間程ウツラ・ウツラしま 晴らしい。長い氷河の絶壁、大き
すが緊張と不安で熟睡は出来ま なクレーター、雲海から頭を出し
せん。
たメルー山。アフリカ最上部に立
った者でないと味わえない感激。
そんな感傷に浸っていたいのだが、
ガイドは『Five Mimutes』の宣言、
慌ただしく写真撮影、チョコレート
を頬張り、頂上の石をいくつか拾
って下山となる。高度障害の恐
れがあるのはわかるが、もうすこ
しゆっくりと感傷に浸っていた
かった。1時間程でギルマンズポ
砂漠地帯（正面、
キリマンジャロ）
イントに到着。ここからはキボハ
7月9日：キボハット〜ギルマンズ ット・マウエンジピークが一望に見
ピーク〜ウフルピーク〜キボハッ える。大変急な下りだ。よくも登
ト〜ホロンボハット 23:30 キボハ ってきたのだ。砂埃を巻き上げ、
ット発、空は満天の星、風はなく絶 グングンと下る。膝はガクガク。
好の日和です。真っ暗な中、ヘッド 10:00 キボハット到着、ポーター
ランプの明かりを頼りにゆっく 達が『Congratulations!』と迎えて
りとしたペースで登ります。ギル くれる。13:00 キボハット発、砂漠
マンズピークまで1000Mの登り、 地帯を疲れた足を引き摺りなが

ら黙々と歩く。16:00 ホロンボハ
ット到着。実働、13時間の長い1日
が終わった。
7月10日：ホロンボハット〜マラ
ングーゲート〜モシ 下山は登り
の半分の時間です。マラングーゲ
ートで登山者カードに記入し、ウフ
ルピークの登頂証明書を交付し
てもらいます。ホテルで1週間ぶ
りのシャワー、
食堂で銘柄『Kilimanjaro』
ビールで乾杯。疲労困憊で食が
進みません。

ホテルで全員で記念撮影
7月11日：モシ〜ナイロビ ホテ
ルで休養、浴槽にお湯を張って浸
かれるのがうれしい。電話で錠
者氏に『登頂・無事下山』の報告。
7月12日〜7月15日：ナイロビ〜
マサイ・ラマ〜ナイロビ 果てしな
く続く地平線、広い・広い。夕日が
地平線に静かに落ちていく。
17:30ナイロビ発 思い出を胸に、
アフリカを離れる
7月16日〜7月18日：ドバイ〜バ
ンコク(泊)バンコクでは在住の法
政OBと会食、楽しい夜を過ごす。
7月19日：成田着
キリマンジャロは、スケールの大
きい素晴らしい山でした。今回
の旅では日本食がいかに自分自
身の思考・行動の力になっている
かの認識を強くさせられました。
ここぞという時に力を出せる為
の食材は、各人種により違うと思
います。長い間の経験を体が覚
えていて、適時、自分の体に摂取
してきたものを体が要求するよ
うです。いつも身近にいる時には、
その存在の大きさがわからないが、
離れてその価値がわかるのは何
にでも通じる事でしょう。
最後に我々のTeamを見守り、
支援していただいた皆様に誌面
をお借りして感謝申し上げます。

活きている事の喜びを体感出来る空間造りをめざしています

代表取締役

松

尾

秀

文 （1976年建築卒・ワンダーフォーゲル部）

〒171-0052 東京都豊島区南長崎１−１８−１１ 矢野椎名町ビル１０１
TEL 03-3565-5885 FAX 03-3565-5887 E-MAIL matuo@krone-jp.com
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●ソフトテニス部OB会 〜 1 部 昇 格 お め で とう 〜

●東京六大学応援団連盟結成60周年式典・祝賀会開催される
平成19年11月3日
（土）
、
東大・
安田講堂にて「東京六大学応
援団連盟結成60周年記念式典・
祝賀会」が関係者700余名の
参加を得て盛大に開催された。
東京六大学応援団連盟は
昭和22年5月に結成され昨年
で還暦を迎えた。これまでOB、
OG総勢5、695名（法政1、228
名）が巣立ち、現在666名が在
籍している。
当日は、戦後の名選手「関
根潤三（法政）や荒川 博（早
稲田）
、種茂雅之（立教）
、山下
大輔（慶応）
、土井 淳（明治）
、
岡村 甫（東大）」各先輩も駆
けつけ、パネルディスカッショ
ンが行われた。
まず始め、関根潤三氏の人
を食った独特の語り口で始

まり、マスコミも知らない当
時のエピソードもドンドン暴露
され、驚きと笑いの渦で1時
間があっと言う間であった。
式典の終了後、一転現役も
参加した大祝賀会となり、華
やかなチアリーダーの舞、各校
OB代表の豪快な発声・リーダ
ーで校歌・応援歌の大合唱と
なり賑やかなうちに散会した。
尚、これに先立ち去る9月
30日（日）には、60周年を記
念して六旗会（東京六大学応
援団連盟OB・OG会）主催のオ
ータムラン（神宮外苑5Kマラ
ソンとウォーキング）が一般及
び関係者500余名の参加を得
て開催された。

12月8日にOB16人、現役
36名という大勢でOB会が開
催されました。小金井校舎
のテニスコートは工事中のた
め緑町グラウンドで行いました。
現役との対抗戦はまぁまぁ、
ですかね。でもこの時の激励
が効いたのか、3月の入替戦
では1部昇格と、ついにやっ
てくれました。本当に嬉しい
です。
OB会には長野から日向先

輩も駆けつけてくれて、いつ
になく盛況な会になりました。
夜の懇親会のいせやもいつ
もより広い部屋で、楽しい時
があっという間に過ぎ、最後
はいつもより元気な校歌で
OB会を締めくくることが出
来ました。来年のOB会は1部
優勝の祝勝会といきたいで
すね。現役、頑張れ！
（文責 高津次朗 82）

（文責 長嶋克佳 71）

工体連OB会20年度スケジュール
08. 4.17（木）
08. 6.28（土）

第1回理事会
第2回理事会

第13回工体連『お祭り』
（現役・OB懇親会）
於：小金井キャンパス
六旗会（東京六大学応援団OB・OG会）

法政往来
07. 6. 8
07. 7.20
07. 8.25
07. 9.08
07. 9.27
07. 9.29
07. 9.30
07.10. 5- 7
08. 1. 3
08. 1.12
08.10.11
08.10.18-19

法政高校同窓会
江東法友会屋形船遊覧会
法政フェアin福岡
法政フェア首都圏フェア
オール法政ゴルフ大会
法政二高同窓会
鎌倉法友会地引網会
法政大学全国卒業生の集い 大阪大会
駅伝応援 読売新聞社前
オール法政新年を祝う会
校友連合会ゴルフ大会
法政大学全国卒業生の集い 松山大会

各部のたくさんの方の参加をお待ちしております。
08. 8.21（木） 第3回理事会
08. 9.13（土） 工体連各部OB会対抗ゴルフ大会
08.10.16（木） 第4回理事会
08.11. 1（木） ホームカミングデー
09. 2.19（木） 第5回理事会

〈法政オレンジCAMPUSカードの紹介〉
JCB、DC、UC、VISAの4大手ｶｰﾄﾞ会社と提携した卒業生、在校生、
父母、教職員などが利用できる大学関係者専用のオフィシャル・クレジ
ットカード。
宿泊、レジャー施設などの全国協力店での優待サービスなどのメ
リットがあります。
各種任意団体の会費自動引き落としができます。
問合せ先：オレンジネット校友課(03-3264-9807)まで

代表取締役

長

嶋

克

佳

（応援団 1972年経営工卒）

