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スキー部
盛大に開催

創部50周年記念式典

去る7月4日(土)、スキー部
創部50周年記念式典が渋谷東
武ホテルにて盛大に開催され
た。
「50年350人超の 汗 が
築き上げたスキー部なる我が
家に、
皆が里帰りする一日にし
よう」という『HOME SWEAT
HOME 7.04』の合言葉の下、そ
の日は朝から「小金井里帰り
ツアー」、
「市ヶ谷デザイン工
学部探検ツアー」、
「定例OB
総会」とイベントが組まれ、
メ
インの「50周年記念式典」に
至っては、遠くは沖縄から、
総勢200名近くもの歴代部員
と関係者が集結する一大イベ
ントとなった。
会場では、ひとりひとりの
代と名前がプリントされた記
念ビブ（ゼッケン）が名札がわ
りに用意され、老いも若きも、
皆がビブを着用し、さながら
スキー競技会の様相。来賓の
工体連OB会各位も例外では
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なく皆が喜んで（？）ビブを着
けていた（それもかなり似合っ
ている！）のには、流石は同じ
競技者 と只々感心。お付き
合い頂いた皆様には、あらた
めて御礼申し上げます。
式はまず、11名の今は亡き
同志の名が一人一人読み上げ
られ「どうか今日一日、共に
この祝いの場にいて下さい」
と黙祷を捧げることから始ま
る。故人のビブも部旗と共に
壇上に掲げられていたことは
言うまでもない。
開式宣言後、建築学科高村
教授による部長挨拶、クラブ
沿革紹介、菊池工体連OB会長
による祝辞まで粛々と進行。
が、創部の立役者、スキー部
初代大瀬氏による「乾杯！」
の発声後は、会場のヴォルテ
ージが一気に上昇。坪井デザ
イン工学部長の祝辞も、増田
総長や中村工学部長といった
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大 御 所 からの 祝 電 読 み 上 げ
も 、か き 消 さ れ て し ま う ほ
ど。卒業以来何十年ぶりの再
会が200名近く集う会場のあ
ちこちで繰り広げられている
の だ か ら 、仕 方 な い と こ ろ
か。一方、現役部員紹介でス
キー部初の女性主将、3年佐藤
志 織 の 挨 拶 が はじ まった 途
端、皆が一斉に壇上に集中し
たのもこれまた事実。現役、
そして女性の力は偉大なもの
だ と 、感 心 半 分 、負 い 目 半
分。増田先生、中村先生、坪井
先生には、
このご無
礼をお詫
びすると
同時に、私
共スキー
部への有
難いお言
葉に、この
場を借り
て心より
御礼申し
上げる次
第。

最後は、皆がひとつの 大き
な大きな輪 となり、どこま
でも轟く大声で校歌を斉唱。
そのBLITZ（稲妻／1959年創
部当時のクラブ名）の如き大
きな「ホオセ〜イ♪」の雷鳴
に、ホテル宿泊者や公園通り
を歩くカップルは、
さぞ度肝を
抜かれたことだろう。そう、
このパワーと結束が我らがス
キー部、そして法政大学工体
連。皆さん、どうかお見知り
おきを。
（スキー部OB会長 松田 立 88）

的メディアにもその知見無し 政大学でも幾つかの課題はあ
他の理工系学部と連
には不都合があるというのが りますが、
携して発展を意図しております
現実的な状況でしょう。
生命科学部の誕生は時代
も う 一 つ は 、法 政 大 学 は ので、
法政大学理工系学部が改革 「Green University」を標榜し に即したものと言えましょう。
ここで、一言だけ我が生命
を意図して大きく舵を切って ておりますが、それは、これか
いることは、デザイン工学部 らの社会生活において環境へ 科 学 部 の 特 徴 を 付 け 加 えま
長、
情報科学部長、
理工学部長 の配慮無しには過ごせないこ す。上記の様な背景で、生命科
より既に述べられているので とと、如何にして環境への負荷 学科を名乗るところは都内有
工体連の諸兄姉には良くご承 を軽減させることが21世紀に 力私大にも複数誕生しており
知と思いますが、
生命科学部を おける存在意義を示すことで ますが、学部を名乗るのは法政
あり、全地球的視野が要求さ 大学だけです。また、我が学部
代表して一言申し上げます。
これまで紹介されている学 れることでもあります。これ には植物医科学専修という植 生命科学部長
部は、諸兄姉にも比較的容易 は、生命科学部に環境応用化 物を標榜する分野を設けてお
長 田 敏 行
にその内容を想像出来るかと 学科が入っている由縁でもあ りますのも大きな特徴です。そ
思いますが、「生命科学部とは りますが、現在化学と生物学は の意義を述べると「植物無し
何故か？」と思われる向きもあ 共に携えていることの証しで には地球上に生命の繁栄はあ 井地区の2008年秋に新装成っ
りえなかった」ということと、 た東館を訪れて確かめていた
ろうと思いますので、その点を もあります。
このような議論が、少し迂遠 「全人類を支えているのは植 だき、質問を発して戴きたく存
紹介致します。
まず、生命科学とは20世紀 に響く向きには私の経験してい 物である」という、余りにも当 じます。
最後に、生命科学は実験科
後 半 より 勃 興 し た 領 域 で 、 ることから一言申し上げます。 たりまえすぎて忘れがちの事
DNAの構造が分かり、21世紀 バイオテクロノジー(生物工学) 実が背景にあり、それらも研究 学であることは言うまでもあり
を迎える頃、幾つかの生物の と呼ばれる分野がありますが、 教育の対象にすべきであると ません。このため、健全なる精
全ゲノム情報が決定されまし 基礎的発見から出発した生命 いう強い意思表示があるとご 神は健全なる肉体に宿るのも
た。その結果、一般的社会生 科学の情報を工学的に利用し 理解いただけたらと思います。 一つの事実と思い、スポーツに
今や食品産 短い文言に多くを含ませるわ 栄えあれと思っていることを
活にも不可欠な情報であると ようとする領域で、
医薬品産業、
農業関連分野 けには参りませんので、疑問を 付け加えて、工体連諸兄姉へ
いう点が、何故に対する最も 業、
法 持たれる向きには、是非小金 のご挨拶と致します。
初歩的な答えです。今日、日常 で大きく進展しております。
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第14回 法友会工体連OB会ゴルフ大会
〜スキー部の連覇を阻止、
8打差をつけて

9月12日開催

今年は空手部が快勝！ 〜

第14回法友会工体連OB会
親睦ゴルフ大会が千葉県・キ
ングフィールズゴルフクラブに
て開催されました。
同コースは昨年「日立スリ
ーツアーズチャンピオンシップ
※」が開催され、石川遼選手が
最終ホールで長いパットを決
めて逆転優勝したというコー
スとして知られており、石川選
手に負けないくらいの意気込
みを持った7団体・34名の先
輩に御参加頂きました。
（※男子シニア、男子プロ、女
子プロの各5名で2日間の合計
ポイントを競う団体戦の大会
です。）
この大会ではグロス上位3
名の合計スコアによる団体戦
と新ぺリア方式による個人戦
が行われますが、今回も連続

◆団体成績

優勝を目指すスキー部、打倒ス
キー部を合言葉にベストメン
バーを揃えた空手部、個人戦で
結果を残している柔道部、遠路
遥々精鋭を集めた剣道部、ベテ
ランと若手が融合したボクシ
ング部、少林寺・ゴルフ連合チ
ームが集まり、各団体が優勝目
指して朝からパッティング練
習に励んでいました。
大会当日の天気予報は、午
前も午後も雨の確率が50%と
非 常に 微 妙 な空 模 様でした
が、名誉とプライドを掛けて定
刻通りアウト・インコースに分
かれてスタートしました。
今回は前半からかなりハイ
レベルな戦いとなり、ロングパ
ットを決める人やバーディー
を決める人が多数いました。
前半が終わった時点で30台
でプレーした人が5名、続いて

TOTAL
優 勝 空 手 部 241（永友79、岩下79、米満83）
準優勝 ス キ ー 部 249（大西80、北原83、青山86）
第３位 剣 道 部 253（近藤80、加治82、清水91）

◆個人成績
優 勝
準優勝
第３位
第４位
第５位

第14回

安立
近藤
青山
岩下
吉本

GRS
78
80
86
79
84

倫生 ボクシング
操可 剣 道
信之 スキー
孝則 空 手
弘 柔 道

HDC
8.4
8.4
13.2
6.0
10.8

NET
69.6
71.6
72.8
73.0
73.2

応援団のエールとともに

手部永友先輩を１打抑えての
優勝ということもあり、新時代
到来の予感を感じさせてくれ
ました。
また忘れてならないのは柔
道部佐藤先輩。第１回から14
回連続出場を果たし、連続出場
記録を継続しました。佐藤先
輩ありがとうございました。
今年も何とか無事にゴルフ
大会を終えることができまし
た。御参加・御協力頂きました
皆様に紙面を借りまして厚く
御礼を申し上げます。また、キ
ングフィールズカントリークラ
ブに勤務され、今大会をサポ
ートして頂いた法政大学OB
（経営学部卒）
である高村嘉昭
様及び今回もプレーはせず、
幹事の仕事に協力してくれた
ゴルフ部97年卒の石川健太郎
君に厚く御礼申し上げます。
また来年も宜しくお願い致
します。
（ゴルフ部 井上 玄 94）

高村部長様※挨拶（結果発表時）
※

本学航空部ご出身の法政大学
理工学部機械工学科航空操縦
学専修日高光信先生をお迎え
いたしました。
航空部時代の思い出、日本
航 空ご 勤 務 の 御 苦 労 、ご 家
族、お孫様など盛りだくさん
なお話をいただきました。
今回は余興としてクラブ対
抗のクイズ大会が行なわれ、
色々考えた良い問題があって
面白かったと思います。優勝
は、秀才ぞろいの我が柔道部
が勝ち取りました。
現役の工体連本部役員達

朝礼（会長挨拶＆ルール説明）

前回、
今回とご協力頂いた法政OB
（経営学部）
キングフィールズCCに勤務

は、イケメンぞろいで頭もい
い、礼儀正しい、でも何か足り
ないと思っていました。それ
は、硬さでしょうか。
団塊の世代の先輩達のよう
なポリシーのかたまり、何で
も知ってる広くて深い知識、
声がばかでかい、顔がやたら
と大きい。人間硬いだけでは
だめだと思いますが、団塊の
世代の先輩達の様な硬さが良
かったと思います。現役の工
体連諸君もっと、もっと硬く
なれ！そして、
最後は法政大学
校歌を斉唱致しました。
我々一人ひとりの力は小さ
いものかも知れません。しか

しながら、工体連を思い、母
校を思って、みんなのこころ
が一つになった時、大きな力
が発揮されるのです。法政大
学校歌はなんて素晴らしいの
でしょうか。と思いながら帰
ろうとした我々に先輩から、｢
まだ片付けが終ってないぞ！
最 後はちゃんと片 付けて帰
る、それが常識だろう。｣との
お言葉、全くその通り。
皆さん、後輩達の規範とな
るよう最後まできちんとやり
ましょう。私ももっと硬くやら
ないとだめだということか。
washoi
（お祭り担当 佐藤光男）

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
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｢washoi 工体連お祭り washoi｣

開催日：6月27日(土)17：00〜
場所：小金井キャンパス東館B1F食堂
washoi 今年は新しく出来ま
した東館B1F食堂におきまし
て、現役、OG・OBを100名以
上集めまして盛大に開催され
ました。
昨年より引き続き新企画と
して、お祭り前のミニ講演は、

40台前半でプレーした人が11
名と大混戦の展開となりまし
た。ちょうどランチタイムで食
事をしている頃に雨が降り出
しましたが、後半のプレーする
前には止んでしまったのでそ
れほど後半のプレーには影響
ありませんでした。
さて、後半もそのままのハイ
レベルでプレーを終えたので
すが、団体戦の気になる結果
は何と79というスコアを2人
輩出した空手部が、2位のスキ
ー部と8打の大差をつけて堂々
たるスコアで優勝しました。
空手部が打倒スキー部を果た
し、久しぶりの団体戦優勝とな
る結果となりました。空手部の
皆さん、優勝おめでとうござい
ます。ちなみに剣道部が3位に
食い込む健闘をしました。
個人戦で優勝したのは、ボ
クシング部の安立先輩。ベス
グロも同時受賞という快挙を
成し遂げました。今回は念願の
初ベスグロということで長年
その地位を守り続けてきた空
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工体連新歓報告

5月11日、
18：30より毎年恒
例の工体連新歓を行ないまし
た。今までは、旧道場や旧体
育館を使用していましたが、
今年は食堂の半分を貸し切っ
て行ないました。参加団体、
参
加人数は右表の通りです。
学生生活課から課長の山根
義雄様、主任の杉田治夫様、
文化連合から委員長の望月久
司様、技術連合から委員長の
原橋典生様、4名の方々をお
招き致しました。始めに、
山根
義雄様から来賓のご挨拶と乾
杯 の 音 頭 をとって 頂 きまし
た。
工体連新歓のメインイベン
トは、毎年恒例のアームレス
リングを行ない、
〔第1位 iPod

シャッフル〕、
〔第2位 プロテ
イン〕、
〔第3位 ゲーム〕の豪
華景品をかけて、各団体の代
表者による熱い戦いが繰り広
げられました。優勝は4年連
続で、水泳部の佐藤勲さんが
ダントツで勝ち取りました。
最後は、これも恒例である
校歌斉唱で締めくくられまし
た。参加者全員で肩を組み、
見事な合唱となりました。
今回、OB会様からの御援
助を発泡酒として各団体に配
り、非常に喜んでいただき、
例年よりも更に盛り上がりま
した。これも、OB会様からの
御援助の御陰であると感じ、
工体連役員一同、心より感謝
の意を申し上げます。

参加団体
参加人数
空手部
14
剣道部
14
スキー部
19
柔道部
7
水泳部
22
ボクシング部
7
硬式庭球部
11
バスケットボール部
22
陸上競技部
29
少林寺拳法部
6
合
計
151

上：校歌斉唱 下：恒例のアームレスリング

姪っ子さんに書いてもらった が・
・」再三家に上がるように言
小金井レポート② 学 生 時 代の酒 処
地図を頼りに訪ねると、
お姉さ われましたが、
法政大学全国大
んのご主人様が、
お墓に連れて 会があるゆえお断りし、
写真を
『スタミナの城 』
のおばちゃん
行ってくださいました。墓は、
山 一緒に撮って後にしました。
学生時代毎日のように行っ ゃんが、
各部の出店を回り
「焼き の上の日当たりの良いところで
私は、
何かおばちゃんに、
やっ
た店、
かれこれ２７年前になる。 鳥３人前頂戴」
と両腕の袋にい した。
お線香をたいて拝んでい と恩返しが出来たような、
清々
それが東小金井の線路際にあ っぱい各出店の商品を買い込 ると、
おばちゃんのお兄さんが、 しい心を頂いてきました。僕ら
る｢スタミナの城｣である。後輩 んでいる姿を見た。
「おばちゃん 話を聞きつけ、
来られました。
の心を暖めてくれた、
西田セキ
時代、
工体連の各部が集い、
部 、
どうしたん。
もう、
持てないでし
先の現役時代の話をすると、 ヨおばちゃん、
永遠にありがとう
によっては駅のホームから自己 ょ。」
「いや、
私の店はあんたら学 とても喜ばれ「こんな果ての田 。息子さんが引き継いだ「スタミ
紹介や歌を歌っていた。何度自 生さんが飲みに来てくれるから 舎まで来てくれて、
セキヨも喜 ナの城」がある限り通いたいも
己紹介しても、
「聞こえない〜」 、
成り立っているのやから。
だか んでおるわい。
そうよな、
面倒見 のです。焼き鳥を焼くおばちゃ
との先輩の声に何度もやり直 ら買わせてちょうだい。これは のいい妹やったからなぁ。少し んの姿を目に浮かべながら。
している懐かしい店である。余 おばさんの気持ちやから。」
働きすぎで、
早くいってしもうた （ボクシング部 土居通明 84）
談ではあるが、
こんな馬鹿げた
社会人になってからも工体
中 な 仲 間 で 作っていた 集 団
ことが、
その人の羞恥心を捨て 連の催し物があると、
いつの間 スキー部創部50周年
BLITZ（当時第二外国語とし
記念式典に参加して て教科となった独語・
させる人間形成になっていたの にか各部で２階は一杯になり、
・稲妻の
かもしれない。
盛況と化しています。暫くする
61年卒 大瀬邦夫 意）を母体とし、愛好会にする
本部の仕事が終わると同期 と大皿で焼き鳥の山盛りが運
半世紀前の創部に拘った一 為に急ぎ会則やら人事やらを
と二人で、
「おばちゃん、
ビール１ ばれてくる。
「焼き鳥頼んでな 人として感想を述べさせて頂 文章化し、大学に認めてもら
本とグラス２つと秋刀魚の刺身 いよ」
というと、
少したっておば く。2年前からこの式典の準備 い、61年3月約100名近い参
とゴマ鯖の刺身頂戴」からスタ ちゃんが、
人指し指を口に当て を進めて来た方々の労と熱意 加者を引き連れ、
第1回スキー
ートする。
そっとおばさんが側に ながら
「これはオバちゃんの気 に後押しされ、
「スキーが好き 旅 行を山 形 県 蔵 王 温 泉で開
来て、
「あんたら学生やから、
刺 持ちやから、
おじさんにだまっと or好きだった」約200名近い参 催。国鉄（現JR）の車両貸切り
身５０円まけとくさかいに」
と気 いて」
と焼き鳥を置いてくれた 加者は十分に満足した時間を 交渉から始め、
全て手作り。今
持ち良く飲んだものだ。
ものです。心暖まるオバちゃん 過ごさせて頂いた。
でも当時の参加者から苦情が
また、
工学祭になると、
おばち の気持も頂いたものである。
チームワークのとれた役割 出る程満足度の低いツアーで
私は、
このおばちゃん（西田 分担、
スマートな進行、
特にイメ あった。
（遡れば 59年が部の
セキヨさん）に、
人としての生き ージスキャナーを使って50年 出生年）初代は後輩との交流
方を教えて頂きました。人に対 間の膨大な数の写真を取り入 が殆んど無く、
愛好会を作りっ
する恩返し、
感謝の気持ちを。 れ、
編集された記録メディアを ぱなしで以降交流が途絶えて
おばちゃんが、
ガンになった際 見て、
若かりし時代にタイムス いたが、
記念式典では温かく迎
も、
免疫療法のお医者さんを紹 リップし、
心熱くしたOB連中も えて頂いた。その後の部の歴
介したりしましたが、
平成17年3 多かったのではないだろうか。 史には幾多の変遷があり、09
月10日に他界されました。
実行委員諸君の努力に心から 年は初めての女性主将と再生
2008年法政大学の全国大 拍手を送りたい。
現在の
に弾みがついている様である。
スタミナの城
会が愛媛に決まりました。私の
懇談をしていて、
創部当時の
現役を側面から盛り立てる
祖先が高知県土佐藩郷士の出 事が思い出された。卒業の年
OB会、
時代の変化にあわせ運
身ということもあり、
1年前から
61年にスキー愛好会を作った 営を工夫し、
連帯感溢れる部に
行くことを決めていました。
そん が、
発端は人数を集めれば安く 育てあげてくれた歴代幹部に
なある日、
スタミナの城でおばち なるのではと（昨今では常識だ 感謝したい。これを機会に放蕩
ゃんの出身が愛媛であったこと が）恐る恐る感触を探ると安く 爺さんも邪魔にならぬ程度に
を思い出し、
店にいる姪っ子さ 出来る事が判った。即大学に 顔を出し、
見守って行きたい。
んにその場所の地図を書いて 会の申請をしたが、
実績のない 現役の50代が中心となる時代
もらいました。
おばちゃんの姉を クラブは直ちに認められない はどんなOB会になっているの
懐かしい
おばちゃん
訪ねるようにとのことでした。
と、
そこで以前からスキーに夢 か楽しみである。
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女子総合第二位、男子総合六位

来年の優勝を目 指 し て が ん ば り ま す ！
応援よろしくお願いし ま す

工体連陸上競技部
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●ボクシング部OB会ゴルフコンペ開催in那須黒羽

●法政工柔会 45周年福井大会
日時：2009年5月30日（土）
PM6:00〜
場所：福井県芦原
（あわら）
温泉
法政工柔会は、今年めでた
く45周年を迎えることが出来
ました。
25周年は九州大会、35周年
は山口大会と5の付く年はOB
が在住する地方で行なってま
いりました。
今回は福井県在住の高田誠
一先輩、田崎震太郎先輩にお
世話なり開催することが出来
ました。小人数ではありまし
たが、アットホームな感じで
良かったと思います。
親戚・近所付き合いが衰退し
ていく中、我々の様なOB会は

この先、発展し成長して行く
と思っております。
法政工柔会は、義理と人情
の合わせ技一本を目指してお
ります。ちょっと古いかも知れ
ませんが、さらに絆を深める
べく努力を続けてまいります
ので、今後も法政工柔会をよ
ろしくお願い致します。
（柔道部OB会長 佐藤光男 77）

5月24日
（日）栃木県那須黒
羽ゴルフクラブにて、
工体連ボ
クシング部OB会ゴルフコンペ
が開催されました。
メンバーは、
ボクシング部部
長渡辺先生といつものボクシ
ング部OB6名に、
今回初参加
の大森先輩（86卒）、小出OB
（96卒）に加え、工体連会長
（剣道部OB菊池先輩、
空手部
OB金澤先輩、
他女性1名をお
招きし、
合計12名に参加頂きま
した。
朝7：00飯田橋に集合し、
バ
スにてまず は 一 次 会を開催
し、軽く腹ごしらえ（という名
で飲み）。二次会が那須黒羽
でゴルフ、
帰り車中で表彰式を

「全国卒業生の集い 長崎大会」への参加のお誘い
第17回目の法政大学全国卒
業生の集いになります。異国
情緒あふれる歴史とロマンの
町、長崎へ行こうではありま
せんか。
長崎市中心部で出島やグラ
バー邸など独特な文化に触れ
たり、雲仙・島原に遠出して癒

しと安らぎを体感するなど、
ご夫婦、仲間あるいはおひと
りでぶらっと行ってみるのに
は良い機会です。
長崎で大いに語らい、呑み、
遊び、出来たら経験をこれか
らの生活の糧にしましょう。

含む三次会と
（という名でまた
飲み）、
大変盛り上がるゴルフ
（飲み？？）
でした。
当日、
午後から雷雨の予報で
したが、
諸先輩方の日頃の姿勢
が悪天候を吹き飛ばし、
ほぼ晴
れ（晴天とまではいきません
が。）の中、
楽しくも緊張感の
あるゴルフが行われました。
少しずつではございますが
メンバーも増え、
OB会内での
交流と同時に他クラブとの交
流も図ることが出来ました。
次回も是非楽しく執り行い
たいと思います。
他クラブ諸先
輩方々の参加も大歓迎ですの
で、
よろしくお願い致します。
参加されたOB：
辻 野 会 長（73 卒 ）、
中岡先 輩
（75卒）、
千浜先輩（75卒）、
久
保先輩（75卒）、
土居先輩（84
卒）、
大森先輩（86卒）、
安立OB
（92卒）、
小出OB（96卒）
結 果 優 勝：安立倫生
準優勝：中岡雅璽
３ 位：土居通明
（ボクシング部 安立倫生 92）

●サッカー部、小金井市シニアリーグ３連覇達成！

40歳以上のサッカー部OB
を主 体とし たシニアチー ム
は、小金井市シニアリーグに
おいてリーグ戦３年連続優勝
●日
程
という偉業を果たしました。
10月16日(金) 記念ゴルフ大会 喜々津カントリークラブ
ゴルフ表彰式及び歓迎セレモニー
練習は一切なし、試合のみ
10月17日(土) 大会式典 記念講演会 懇親会
のチームですが、学生時代に
10月18日(日) エクスカーション 長崎観光(自由参加)
培った法政魂を武器に戦い、
●大会参加費
12000円
毎年、優勝を目指しています。
●問い合わせ先
法政大学校友連合会 03-3264-1831(代表)
私は昨年より参加させても
●往復の交通費・宿泊費は個人負担となります。大会実行委員会でも
プランを用意していますのでお問い合わせ下さい。
らい、年齢的に厳しいところ
【工体連OBの集い】開催 09ホームカミングデー があるものの、何とか老骨に
鞭を打ち、楽しんでいます。
◇日 時：2009年11月1日
（日）（小金井祭は1日〜3日開催）
参加し、最も驚いたことは、
◇場 所：小金井キャンパス（場所は未定のため当日ご案内します）
こん
なにも 元 気 なおじさん
◇内 容：13：00〜 講演会
（？）が大勢いるのかというこ
・「理工学部の現状について」八名 和夫理工学部長
・「Ｗebコミュニケーションとセキュリティ技術について」
とです。
金井 敦 理工学部 応用情報工学科教授
皆さんに共通していること
15：00〜 小金井祭見学・キャンパス巡り
は、
とにかくサッカーが大好
16：00〜 懇親会 （会費：6000円）
◇今回のメインゲスト 卒後50年（59卒）・40年（69卒）・30年（79卒） き、それに健康であるという
卒後20年（89卒）・10年（99卒）
ことだと思います。動きの方
◇主催：法政大学工学部同窓会 ◇共催：法政大学工学部・理工学部
は年相応で思うようになりま
◇後援：法政大学｣経営者懇談会 法政大学工体連ＯＢ会
せんが、気持ちだけは現役を
◇問い合わせ 法政大学工学部同窓会事務局内「 09ホームカミングデー」実行委員会
TEL＆FAX:042−387-6385
継 続し ているように 見 えま

す。これからも無理をせず少
しでも長くプレーが出来るよ
う日々の不摂生を少し改め、
健康管理に努めて行きたいと
考えています。
これからもOBチームはサッ
カーを生涯スポーツとして末
永く愛し、OB同士の交流、健
康増進に努めると共に、地域
スポーツの普及、発展に少し
でも寄与出来ればと考えてい
ます。
（サッカー部 伊藤 昇 73）

HP URL:http://133.25.196.100/

空手部の益々の発展と活躍を応援します。

法政大学工体連空手部OB会
平成２１年８月

夏季合同合宿（菅平）

会 長 福田正勝（ 72建築）
副会長 松本行雄（ 74機械）竹重高志
（ 80建築）金澤健二
（ 80計測）
幹事長 清水要介（ 81機械）事務局長 谷岡 叶（ 87土木）

