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30周年記念祝賀会 開催決定！
！

工体連OB会は、今年で創立
30年を迎えることになりまし
た。これはひとえにOB・OG
の方々のご指導ご支援の賜物
と深く感謝しております。
■記念講演 PM3：30〜4：30
この度、これを記念して記
[司会] 吉岡 均（少林寺ＯＢ）
念講演及び記念祝賀会を開催
演 題 未定
致します。
講 師 山中 正竹 先生
我が歴史ある法政大学は、
六大学リーグの最多勝記録保持者。通算48勝13敗。
江本孟紀さんと同期生、一年先輩には田淵幸一、 創立が1880年（明治13年）
山本浩司、富田勝ら法大三羽ガラスがいらしゃい でありまして、これは他の六
ます。
大 学 と 比 べ ま す と 慶応大学
■記念祝賀会 PM5：00〜7：00
1858年（安政5年）、東京大学
[司会] 初音家 左橋（はつねや さきょう）落語家（真打）
1877年（明治10年）に続き、
1956年神奈川県川崎市生まれ 法政大学卒
明 治 大 学 1 8 8 1 年（ 明 治 1 4

2011年2月19日（土）
本校ボアソナードタワー26階 スカイホール

けっぱれ！工体連
工体連OB会組織が今年30
周年を迎えられたことに、ま
ずは心からお喜び申し上げま
す。OB諸兄の並々ならぬ苦
労の陰に、今日の工体連の活
躍があるものと思われます。
スポーツ面での活躍は大学の
知名度ならびに評価を高めま
す。大学の発展のためにも、
工体連OB会にはよりいっそ
うのご支援をお願いする次第
です。
さて、皆様方もご存じのよ
うに2008年4月より工学部
は機械工学科、電気電子工学
科、応用情報工学科、経営シ
ステム工学科の4学科からな
る理工学部と生命機能学科、
環境応用化学科の2学科から
なる生命科学部に改組される
こととなりました。さらに、
2011年4月にはあらたに21
世紀を担う「理系ジェネラリ
スト」の養成を目指した「創

生科学科」が設置され、理工
学部は5学科からなる学部へ
と発展して参ります。急激な
る学部改組の波に工体連の現
役学生やOB会も戸惑いを隠
せないことと思いますが、理
工学部は絶えず工体連と共に
あり続けることを申し添えた
いと思います。2007年にデ
ザイン工学部が市ヶ谷に展開
することにより、部員数の確
保に少なからず影響が出たと
思いますが、新学科（入学定
員数が100名）の設置により
幾分は解消されるのではない
でしょうか。
表題の「けっぱれ！」とは
私の郷里青森における津軽弁
で がんばれ と言う意味で
す。私は高校時代まで青森に
在住し、中学、高校を通じ野
球に汗を流しておりました。
青森は海と山が近く、夏は水
泳、冬はスキーに親しんでお

一般財団法人

りましたが、大学に入学して
からは酒と麻雀に明け暮れて
いたのを思い出します。卒業
後しばらくしてから、学生が
残していった自転車（スポー
ツタイプ）に乗り始めたこと
がきっかけとなり、街の草レ
ースチームに所属し、自転車
ロードレース大会に参加する
ようになりました。
レースが間近になると、毎
日朝夕に厳しいロードワーク
をこなしたことを思い出しま
す。最近ではレースには出場
しませんが、たまにロードワ
ークをしています。お陰で身
体はいたって健康で、体型も
ほとんど変わっておりませ
ん。自転車は野球のような団
体競技ではありませんが、自
身の体力と精神力の強化には
非常に役に立ちました。
私事が少し長くなりました
が、最後に工体連の現役学生
に一言述べさせていただきま
す。
大学では文武両道が求めら

年）、早稲田大学1882年（明
治15年）、立教大学1883年
（明治16年）より歴史があり
ます。
131年の伝統ある法政大学
の中の工体連OB会は、法政大
学の理念、
『自由と進歩・進取
の気象』の下、母校の更なる
発展に寄与出来る様な活動を
目指したいと考えております。
ボアソナードタワースカイ
ホールに、よき師よき友つど
ひ結べらんかな。
宜しくお願い致します。
（実行委員長 佐藤光男 79）

理工学部長

崎

野

清

憲

れます。工体連に所属する学
生は勉学において時間的制約
を受ける事が多いでしょう。
しかし、これは決してハンデ
ではありません。スポーツ競
技の中で培った努力や忍耐力
そして協調性は豊かな人間性
と健全なる人格を形成しま
す。ここでの経験が将来実社
会において必ずや開花するも
のと信じております。
けっぱれ！工体連。

法政大学経営者懇談会

Hosei University President Club
www.hosei-keieisya.com/

会

長

金子 正之（電気1964年卒）

●入会金：100,000円 ●年会費：50,000円
●法政大学卒業生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案内書をお送りします。事務局までご連絡下さい。
事務局

〒228-0005

本

〒102-0073

部

神奈川県座間市さがみ野１−８−１１ 橋秀夫方
TEL&FAX: 046-253-8158
東京都千代田区九段北３−２−３ 法政大学九段校舎４階
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TOTAL
優 勝 柔 道 部 248（大竹81、福井83、久保84）
準優勝 空 手 部 265（永友84、岩下84、福田97）
第３位 ス キ ー 部 266（北原83、大西87、山本96）

〜他を寄せ付けない団結力で貫禄勝ち

今年は柔道部が圧勝！ 〜

◆個人成績

剣道部、ベテランと若手が融
合し、密かに優勝を目論むボ
クシ ン グ 部 、少 林 寺・ゴ ル
フ・法政OB連合チームが集ま
り、朝から舌戦が飛び交って
いました。
大会当日の天候は快晴で、
残暑がまだ残る蒸し暑さでは
ありましたが、絶好のゴルフ
日和となりました。
今回も予想通り前半から豪
快にドライバーを飛ばす人、
ショートホールでナイスオン
する人、ラインを読みきりロン
グパットを決める人、しぶと
く寄せてパーをセーブする人
など、かなりハイレベルな戦
いとなりました。前半が終わ
った時点では40台前半でプレ
ーした人が11名と個人戦では
大混戦の展開となりました。
団体戦では柔道部がスキー部
と空手部に9打差のつけてリ

優 勝
準優勝
第３位
第４位
第５位

大竹
藤井
久保
山本
大西

信 柔 道
涼 剣 道
行弘 柔 道
道則 スキー
望 スキー

行って頂きました。
特に、水資源は私たちの生
活に関わる色々なものを生産
する過程においても利用され
ている。
私たちは日々の生活におい
て直 接 使 用する水のみなら
ず、そのような生産物を使う
ことによっても間接的に水を
消費している。このような水
のことを仮想水（バーチャル・
ウォーターVirtual Water）と
呼びます。この仮想水に非常
に興味が湧きました。

NET
72.6
72.8
73.2
73.2
73.8

BG

新刊図書のご案内

当初は「計測学」の体系を
模索し、「計測」とは「何の
ためにあるのか」を考えてい
るうちに、カントの認識論に
出会い、カントと5年間格闘
し 、結 果 とし て「 観 測 と 理
解」にテーマが広がったそう
です。
構想から十余年もかかった
力作です。是非、ご一読下さ
い。
（ボクシング部 土居通明 85）

オーム社 A5版 244頁
ISBN : 978-4-274-20850-8
発売日 : 2010/03

第15回 ｢Wa shoy 工体連お祭り Wa shoy｣

HDC
8.4
19.2
10.8
22.8
13.2

で、日頃から相当練習をされ
ているとお聞きしました。
忘れてならないのは柔道部
佐藤先輩。第1回から15回連続
出場を果たし、連続出場記録
を更新しました。
（ゴルフ部 井上 玄 94）

「カントがつかんだ、落ちる
リンゴ ―観測と理解―」

舌戦中でも、
ハイ、
ポーズ

GRS
81
92
84
96
87

ードする展開となりました。
団体戦の気になる結果は、
前半戦のリードをさらに広げ
て17打差という大差をつけて
柔道部が優勝となりました。
「打倒空手部」という合言葉
を有言実行することができ、
4年ぶりの団体戦優勝を飾る
ことになりました。
個人戦で優勝したのは、柔
道部の大竹先輩。団体戦に続
き個人戦及びベスグロも全て
受賞し三冠王という快挙を成
し遂げました。今までの大会
の中でも三冠王は初めてでは
ないかと思います。
大竹先輩は、実は2007年
の第12回大会でも個人優勝し
たことのある腕 前 の 持ち主

この度、ボクシング部部長
の渡辺嘉二郎先生が以下の図
書を発刊されましたのでご案
内いたします。

第15回工体連お祭り（現役
とOB･OGの懇親会）が、6月
26日(土)17：00〜19：00小
金井キャンパス東館B1F食堂
において百 数十 名の現役と
OB･OGが集まり、盛大に開
催されました。来賓として、
小金井学生センター長宮本健
司（理工学部准教授）先生を
お迎えいたしました。
今回のミニ講演は、法政大
学工学部都市環境デザイン工
学科岡泰道先生に「日本と世
界の水問題」というテーマで
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◆団体成績

第15回 法友会工体連OB会親睦ゴルフ大会

9月11日に第15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（3年連続3回目）
にて開催されました。
同コースは2011年9月8日
〜11日の4日間「日本女子プ
ロゴルフ選手権大会コニカミ
ノルタ杯」という国内女子メ
ジャー大会が開催されること
が決定しており、プロの試合
で使用されるコースでのゴル
フ大会ということで、その前
哨戦として闘志満々の意気込
みを持った6団体30名の先輩
に御参加頂きました。
昨年優勝し、今回連続優勝
を目指す空手部、打倒空手部
を合言葉に最強ベストメンバ
ーを揃えた柔道部、一昨年は
優勝したが昨年の雪辱に燃え
ているスキー部、昨年3位と
躍進し、更なる飛躍を目指す
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工体連OB会の皆さんは、
現役の時、俺がやる俺がやる
と言ってよく腕をまくってく
れました。今回も現役の中に
工体連お祭りを盛り上げよう
と腕をまくってくれる人がい
ないかどうかずっと見ていま
した。
大きな声を出して盛り上げ
ようとサッカー部の紹介をし
ていた現役と、もう今年でな
くなってしまうかもしれない
駅前のスタミナの城の２次会
から始まって東小金井で朝ま
で一緒だったボクシング部の
現役に＜腕まくり賞＞を差し

右：個人戦優勝の
大竹先輩
下：団体優勝の
柔道部

上げました。
工体連お祭りは現役でも
OB･OGでも腕をまくってく
れる人を求めております。ま
た、来年もお逢いいたしまし
ょう。
Ｗａ ｓｈｏy 工体連お祭り Ｗａ ｓｈｏy
（お祭り担当 佐藤光男 79）

おかえりなさい、君の汗でできた
我が家がここにあります
次の50年も、永遠に

工体連スキー部 現役OB（358名）
一同
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活躍する工体連OB

⑫

航空の安全を支える

「心」
「技」
「体」

松田

喜代治 （ソフトテニス部 79 ）

私は、S54年に機械工学科
を卒業後、全日本空輸株式会
社（ANA）に入社し、28年間
ANAの整備関連の仕事に従事
して来ましたが 、3年前より
ANAグループのパイロットを
養成するInternational Flight
Training Academy（IFTA）と
言う会社を運営しています。
ところで、工学部の前身は
航空工業専門学校だった事を
ご存知でしょうか？
私は入学した当初、工学部
が航空機に関係のあることを
まったく知りませんでしたので
大変驚きました。また、最近
は、航空操縦学専修も誕生し、

練習風景

大変日本の空と関係があるの
です。
そこでこの機会を通して、
簡単に会社と副操縦士になる
までの概要を紹介させて頂き
たいと思います。
IFTAは米国カリフォルニア
のベーカーズフィールド（ロサ
ンゼルスから車で2時間）にあ
るメドーズフィールド空港に隣
接し、約87，000㎡の敷地内に
宿泊施設と訓練棟、整備用格
納を保有しています。
訓練は、単発の訓練機21機
と双発の訓練機9機、そしてシ
ミュレーター3台を使用し、訓
練教官約60名を含め約100名
のスタッフで常時約130名の訓
練生を訓練しています。
ANAの副操縦士になるまで
の課程は、現在私のいる米国
IFTAで約2年間の基礎訓練を
実施し、その後日本での6ヶ月
の実用機訓練（B767,A320
等）と4ヶ月の路線訓練を実施
し、晴れて副操縦士としてお
客様を乗せて空を飛ぶことに
なります。

祝 平成21年度
土木学会賞（論文賞）受賞!
学位論文の内容は、「自治体
の下水道経営を長期的に検討
する手法」を提案しています。
中小規模の自治体に於いては、
下水道の普及率が低く、今後も
整備を進めて行く必要がある
にもかかわらず、財政状況が厳
しく、下水道事業費が一般会計
過の負担になっている場合が多
い。
さらに、このような所は一般
的に人口減少や高齢化が顕著
であり、将来において一般会計
の税収減と社会保障の負担増
など下水道事業会計はいっそ
う厳しくなることが予想される
ために検討された内容です。
灘さんは、卒業後、川田工業

（３）
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我々ANAグループは、安全
を経営の基盤に皆さんを楽し
い空の旅へご案内しているの
で、安全の要の一つとして重
要な役割を担っているパイロ
ットの訓練は、取り分け真剣で
す。そして、その安全を堅持す
る為に大変重要な訓練がIFTA
で実施する基礎訓練課程なの
です。なぜならば、これまで空
と縁の無かった人を含め、安
Executive Vice President
全なフライトをする為の飛行
International Flight Training Academy,Inc.
技量は勿論の事、強い精神力
の重要性、健康な身体の重要 欠如し実力が発揮出来ないの
性をこの2年間の基礎訓練でし で、まさにスポーツ選手と一
緒です。
っかり体得するからです。
この様に大学４年間の部活
私は、新しい訓練生が来た
を通し、諸先輩方の指導のも
時の挨拶で必ずソフトテニス
部時代を思い起こし訓練生に と 身 を 持 っ て 学 ん だ「 心 」
「体」の重要さが、約30
「心」
「技」
「体」の重要性を話 「技」
年も過ぎてしっかり思い起こ
します。
それは、私はパイロットでは される日々を過すとは思って
ありませんが、この基礎訓練を もおりませんでしたが、引続き
通して訓練生を見ているとま 安全な空の運航を目指し、多
さにスポーツ選手の育成と類 くの訓練生に学生時代の経験
似しているからです。パイロッ を思い起こし、訓練の励みと
トとしての適性（スポーツの才 なる話が出来ればと思いカリ
能）を持った訓練生（選手）が フォルニアの空の下で頑張っ
教官（コーチ）の指導のもとに ております。
飛行技量（テクニック）を身に
付けていきますが、必ずしも
上り調子で上達するわけでは
なく、精神面が不安定だとス
ランプに落ち込み、技量が低
下し試験（試合）で実力が発揮
出来ない場合があります。ま
B-787
た、体調も優れないと集中力が

●校友連合会

能楽鑑賞会の案内

数ある大学の中で、法政大学
だけが能楽研究所を持ち、能楽
株式会社
を研究し能楽師を表彰してい
電算センタ
ること、また国立能楽堂（千駄
ーに就職
ヶ谷）の設計が法政大学大江
後 、2 9 歳
宏教授（故）であることをご存
の時に実
知でしたでしょうか？
家のある境
この度、校友連合会事業部
港 市 の 市 工学博士
は、クリスマス特別公演に校友
役所建設
灘 英樹 会席を確保いたしました。
武田宗典
部 に 転 職 （サッカー部 土 85）
（土）
日時：平成22年12月25日
し、40歳を
申込締切：10月29日
12：00集合、料亭弁当付
過ぎてから鳥取大学の博士課
申込先：校友連合会事務局
場所：観世能楽堂
程を卒業され、その卒業論文が
担当：坂本様
渋谷区松濤1ｰ16ｰ4
この大賞を受賞しました。仕事
FAX：03−3264−4770
法政校友会席：10，000円
の傍ら土日を使い、往復４時間
TEL：03−3264−1831
（料亭弁当、おみやげ付）
の通学にも耐え、見事に博士に
なられたこと、本当に素晴らし 能： 「養老 水破之伝（ようろうすいはのでん）」武田文志
いことです。
狂言：「武悪（ぶあく）」山本則重
（サッカー部 細淵祐二 86） 能： 「乱（みだれ）」武田宗典

法政大学学友会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（学友会水泳部内）

法政大学学友会工体連OB会報
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サッカ ー 部

剣道部

【目標】
1:コミュニ
工体連の皆様始めまして。 ケーション
私は1966年土木専攻で剣道 の 充 実（ 住
部第3期卒業しました古藤正 所録の充実
、現役との 工剣会OB会長
也と申します。
長年工剣会の会長として重 交流）
古藤 正也
任を果たされた室井会長が、 2:剣道部創
（ 66年卒）
今年で工剣会名誉会長として 立 5 0 周 年
一線を退き、又工体連会長、 記念行事の実施(記念誌発行
工剣会幹事長及び剣道部の監 、パーティの実施)の2点を掲
督として頑張ってくれた菊池 げました。
どうぞ皆様にはご指導、ご
君が体調を崩されたことで、
小生が工剣会会長として重責 鞭撻の程よろしくお願いいた
します。
を賜りました。
工剣会の会員の皆様で連絡
先般の工剣会総会で新組織
と実施目標を発表しました。 を頂けない方がいます、連絡
を下記のところに下さい。
【組織】
（名誉会長）室井正史
連絡先
（会 長）古藤正也
幹事 酒井伊智郎
（副会長）角坂好昭、妹尾俊明
電 話：048−473−6450
小野孝広、武井俊通 メール：ichirou.sakai1020@nifty.com
（幹事長）菊池貢一
（幹 事）望月久生、加藤芳則 会長 古藤 正也
電 話：045−663−9580
白田隆雄、藤井涼
メール：m−koto@agate.plala.or.jp
酒井伊智郎

●工剣会新会長

●工剣会新監督

この度剣道部の監督を仰せ
付かりました、1976年（電
気）卒業の小野と申します。
卒業して早34年の年月が
過ぎてしまいましたが、学生
と剣道に関わる事が出来、責
任の重さと緊張感を感じてお
ります。微力ですが今までの
経験を学生たちに伝えていき
たいと思います。
現役時代に関東理工系剣道
選手権大会団体にて優勝した
ことが、非常に支えとなりま
した。学生へ伝えたいことは
、全員の目標を１つに掲げ、気
持ちが一緒になり、努力を惜
しまなければ必ず達成出来る
と言うことです。
学生達にそのことを実感さ
せたいと思います。最近の一
般学生を見ますと、非常にドラ

精
ｅｉ

法
会
会

力

政

イで効率的
に考える方
が多いよう
に感じます
が 、工体連
の学生は、
文武両道で
何事もチャ 工剣会監督
レンジして、
小野 孝廣
達成して頂
（ 76年卒）
きたいと思います。
昭和の剣聖
（範士十段）
持田
盛二先生の遺訓に、
「私は剣道
の基礎を体で覚えるのに五十
年かかった。
」
とあります。
私自身も、基本を大切に生
涯現役を目指して、努力して
いきたいと思います。今後と
もご指導ご鞭撻のほど、宜し
くお願い申し上げます。簡単
では御座いますが、ご挨拶に
代えさせて頂きます。

最

善

工

活

柔

為OB会の
組織、体制
●新OB会長
の強化が急
工体連OBの皆様こんにち 務になって
は。今年６月よりサッカー部 います。
今後幹事
OB会長を務めさせて頂く事に
を 中 心 に サッカー部OB会長
なりました伊藤と申します。
永年に渡り監督また会長と O B 会 の 更
伊藤 昇
してOB会の発展にご尽力いた なる充実ま
（ 73年卒）
だいた大島光雄先輩の後任と た現役への
して微力ではありますが工体 支援に向けしっかり取り組んで
そしてこれまで以上
連及びOB会の発展また現役へ いきます、
の更なる支援に向け頑張る所 にOB同士またOBと現役の親
交流が深められたらと思い
存ですので工体連OBの皆様、 睦、
ご指導ご鞭撻の程宜しくお願 ます。そして4年後には全国か
ら多くのOB出席のもと盛大な
い致します。
サッカー部は2014年に創部 創部50周年祝賀会を開催した
50周年を迎えます、現在OB いと思います。
これからもサッカー部OB会
の数も約350名と大所帯にな
っており日本全国に散在する に対しご支援、ご協力を宜し
OBの結束、連携を更に深める くお願い致します。

●サッカー部、小金井市シニアリーグ５連覇達成！
小金井市シニアサッカーリ
ーグにおいて、法政工体連サ
ッ カ ー 部 O B を 主 体 とし た
「TECH FC」が5連覇を達成
しました。
シニアリーグは、40歳以上
が参加資格となっています。こ
の世代は社会の中にあっては
働き盛りのため、普段なかな
か集まることは出来ません。従
い、試合のみに集まり、練習は
各自でということになります。
試合になると、気持ちは若い
頃と同じでも、体力勝負で日頃
の体調管理がものをいうこと
になります。
技術は小金井キャンパスで
培ったものがあるため、身体
が覚えていますが、体力がつ
いてゆかず脚がもつれて珍プ
レー続出です。それでも、最
後は気合で連覇を達成できま
した。
OBチームは、大学の現役時
代に一緒に汗を流し、切磋琢

磨していたため、練習なしで
初めて参加しても違和感なく
試合に入ることが出来ます。
新たに参加すると、そのチー
ムに馴染むまで時間が掛かる
ことを考えると、非常に居心
地の良いチームと言えます。
このような受け皿を準備して
くれている幹事には感謝に堪
えません。
齢を重ねてきているため、あ
と何試合出来るのだろうと考
えてしまうこともありますが、
サッカーが出来ることを喜び
に生涯スポーツとして継続し
て行きたいと思っています。
（サッカー部 髙橋孝志 83）

2010 工体連OBの集い（ホームカミングデー）開催！
日時：10月31日（日）13：00〜 於：小金井キャンパス
内容：講演「理工学部の現状」崎野清憲 理工学部長
「近代アンテナの夜明け」中野久松 理工学部教授
懇親会 15：30〜 会費 6,000円

用

会

ｙａ

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22年１月9日 サンメンバーズ東京新宿にて＞

