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　平成23年2月19日（土）
　ボアソナードタワー26F・
スカイホールに於きまし
て、よき師よき友が集い、
法政大学工体連OB会創立30
周年記念が盛大に開催され
ました。
　増田壽男総長を始め、岩部
金吾校友連合会会長、池邊裕
後援会会長、その他たくさん
の来賓の方々にご出席いただ
き、関係者も含め総勢200名
に迫る本当にたくさんの方々
に集まっていただきました。

　開会に先立ち、「48勝とと
もに」と題して法政大学特
任教授山中正竹先生に記念
講演をしていただきまし
た。東京六大学野球におけ
る最多勝記録48勝は後にも
先にも不滅の大記録であり
ます。
　講演の中で、先生が誰に
も負けないように毎日死ぬ
ほど走っていたとおっしゃ
っていましたが、本当にそ
うしていたから48勝と言う
記録が残ったのだと思いま

した。山中先生におかれまし
ては、今後も法政大学に寄与
していただけるようなご活躍
が本当に期待されます。
　続いて記念祝賀会が始まり
ました。司会は初音家左橋
（落語家・真打・法大卒）さ
ん。市野彰俊会長代行による
会長挨拶、来賓の方々のご挨
拶に続いて、阿部鞏前会長が
特別功労者表彰されました。
　そして、五明公男法友体育
会会長の乾杯のご発声によっ
て宴会に突入しました。歓
談、歓談、そしてまた歓談。
宮本健司工体連会長のご挨拶
に続いて各部OB会紹介（こ
れがなかなか好評でした）が
行われました。
　校歌斉唱。演じるは応援団
OB土屋建さんでした。
　最後は圧巻、初代会長近藤
征也氏による万歳三唱、さす
が空手部、毎日死ぬほど練習
したからこそできる、どこま
でも元気な素晴らしい万歳三
唱でした。ありがとうござい
ました。本当におもしろかっ

たです。
　今回、工体連は創立30周
年記念を大盛況に開催できた
ことによって自信が付いたの
ではないかと思います。
　我々は理系ですが、これは
もしかして文化といわれるも
のに近づいてるのかも知れま
せん。
　法政大学と言えば、工体
連、工体連と言えば法政大学
と言われるように工体連もそ
のブランド力を高められれば
素晴らしいことではないでし
ょうか。
　最近は、集まれ～と言って
も学生はなかなか集まってく
れませんが、現役の工体連の
皆さんには将来たとえどんな
職業に就こうとも、工体連で
活動したことが役に立ったと
言われるような活動をして欲
しいと思います。
　我々工体連OB会は、そん
な活動をしてる学生をこれか
らも支援します。よろしくお
願いします。
（実行委員長 佐藤光男 77）

工体連OB会創立30周年記念祝賀会挙行
平成23年2月19日 ボアソナードタワー
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【日　程】
　■10月21日(金) 記念ゴルフ大会 南国カンツリークラブ
　■10月22日(土) １５：００～記念式典・記念講演 
 記念講演：原口 泉　鹿児島大学名誉教授 
 「明治維新と薩摩“篤姫と龍馬伝の世界」  
 【会場】城山観光ホテル
  （２階ロイヤルガーデン）　
　■10月23日（日）・24日（月）  エクスカーション 

◆ 団体成績　　  
　優　勝　　柔　道　部 （福井78、 久保84、 大竹86）　　 
　準優勝　　空　手　部 （岩下82、 米満85、 永友94）　 
　第３位　　剣　道　部 （清水89、 楠田94、 藤井96）

TOTAL
248
261
279

◆ 個人成績　
　優　勝 北原　通男 82スキー
　準優勝 大竹　　信 74柔　道
　第３位（BG） 福井　正吾 72柔　道　
　第４位 井上　　玄 94ゴルフ　
　第５位 藤井　　涼 73剣　道

 GRS 　HDC  　NET
  89  　18.0  　71.0　
  86 　 13.2  　72.8
  78  　  4.8  　73.2　
  90 　 16.8  　73.2　
  96 　 21.6  　74.4

第16回 法政大学工体連OB会

親睦ゴルフ大会“阿部鞏杯”開催される

激戦の前に全員で！！

柔道部2連覇！！

　今大会より、この大会の創
設者阿部鞏氏の功績をたたえ
“阿部鞏杯”になりました。
　30周年記念大会でご講演
をされた六大学野球最多48
勝の山中正竹先生にもご参
加いただきました。
　ゴルフに参加していない
にもかかわらず、松尾秀文
会長とサッカー部OB大島光
雄氏もプレー後のパーティ
ーに参加していただきまし
た。大島先輩にはご賞品の
提供もいただき、ありがと
うございました。
　この大会のことをどうせ
お遊びだからとおっしゃる
OBの方がおられますが、違

います。この大会に優勝す
ることは、六大学野球で優
勝することに匹敵する名誉
（そこまでいかないか）な
ことであります。
　出場してないクラブ、参
加人数の減ってるクラブ、
優勝していないクラブ、口
惜しくはありませんか？優
勝したくはないですか？
　来年は本校野球部OB会が
団体戦で“阿部鞏杯”に参戦
もありえます。柔道部は、3
連覇を目指します。栄えある
BB賞は、雨宮邦人氏（柔道）
が獲得しました。
（ゴルフ担当 佐藤光男 77）

第16回「工体連お祭り」開催

　恒例の工体連お祭りが本年
も6月25日小金井キャンパス
にて盛大に開催されました。
　東小金井の駅で降りるの
は久しぶりの自分にとっ
て、まずは東小金井駅の変
貌振りにビックリしてしま
しました。キャンパス内の
部室もそうですが、なんと
まあモダンになったことで
しょうか。お祭り開催前に
OB会理事会があり、17時か

ら東館B1の食堂で開会され
ました。
　ミニ講演の部では、西海
英雄先生（生命科学部環境応
用化学科教授）から学生気質
の今昔に関しての非常に興
味深いお話を拝聴すること
ができました。その後、前回
同様の部対抗クイズ大会が
実施され、白熱した点取り
合戦が繰り広げられました
（出題の難度は昨年より簡単
なようでしたが）。
　昨年お祭り担当の佐藤先
輩（柔道部）が創始されまし
た＜腕まくり賞＞ですが、
今回は空手部と本部のクイ
ズ大会運営担当に贈られま
した。OBの先輩方に訪問い
ただいたのに、現役が出席

しない部があったなど課題
も残りましたが、大いに懇
親を深めることができたと
思います。
　昨年まで毎回お祭り後に
集っていたあの＜スタミナ
の城＞は改装中のため休業
中でしたが、各部OB一致団
結して二次会を実施したの

は言うまでもありません。
　以上、今年度より佐藤先輩
からお祭り担当を引き継ぎ
ました少林寺拳法部松本で
した。来年以降もお祭りへ
のOB各位のご協力・多数ご
参加の程よろしくお願い致
します。
（お祭り担当 松本俊一 86）

予告:第19回｢全国卒業生の集い 鹿児島大会｣予告:第19回｢全国卒業生の集い 鹿児島大会｣

法政大学工体連サッカー部OB会  
名誉会長　大島　光雄　　会　長　伊藤　昇
幹 事 長　友野　雅之　　監　督　鷲尾　正孝

（事務局）〒184-0002　小金井市梶野町3-7-2  法政大学工体連サッカー部内　　TEL.0423-87-6384

　既にお申込頂いている方も
多いかと思いますが、今年も法
政大学全国卒業生の集いが鹿
児島において、以下の様に開
催されます。
　若き薩摩の志士たちの情熱

を育み、いまなお活火山として
噴煙を上げる桜島を臨む風光
明媚な地で、全国法政の校友
が集まり、卒業生の集いが盛大
に挙行されます。様子は別途
会報にてご報告致します。

各クラブ対抗団体戦優勝“阿部鞏杯”に花を添える

ミニ講演の西海先生
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工体連OB会  平成23年度スケジュール

『工体連OBの集い』に参加しよう！！
（理系同窓会ホームカミングデー）

’11. 5.26（木）　第1回理事会
’11. 6.25（土）　第2回理事会

　第16回工体連『お祭り』（現役・ＯＢ懇談会）
’11. 8.11（木）　第3回理事会
’11. 9.10（土）　第16回ゴルフ大会
’11.10.13（木）　第4回理事会、会報29号配布
’11.11. 5（土）　工体連OBの集い（ホームカミングデー）
’12. 2.23（木）　第5回理事会

【日 時】 11月5日(土)  於：小金井キャンパス
 １3：００～記念講演 
  1.崎野清憲理工学部長
  2.佐藤康三教授（システムデザイン学科）
 15：30～懇親会

工体連OB会新会長

　 松　尾　秀　文
  （76 ワンダーフォーゲル部）

工体連OB会会長就任にあたって
新 会 長 挨 拶

　2011年度より3年間、工
体連OB会長を仰せつかりま
したワンダーフォーゲル部
OBの松尾秀文です。身に余
る重責ですが一生懸命努めさ
せて頂く覚悟です。
　一昨年暮れに菊池前会長が
病で倒れられ、その後を引き
継がれた市野会長代行から、
本年役員改選期に当たり「次
期会長を頼むよ。」と言われ
ました。
　私としては市野会長とし
て、もう一期ご指導頂けるも
のと思っておりましたが、固
い決意で要請され、御引き受
けする決意を固めました。
　これまで会長職は、近藤初
代会長・阿部元会長・菊池元
会長・前市野会長代行と工体
連OB会を代表する顔で有
り、云わば工体連の創業世代
の偉大な先輩方が務められた
要職を引き継ぐ事に大きなプ
レッシャーを感じています。
　昨年工体連OB会は創立30
周年を迎え、今春2月には大
勢の仲間と共に祝い、一つの
大きな節目を越える事が出来
ました。これを機に、新たな
工体連OB会の第一歩を踏み
出す時なのかな、とも感じて
います。

　今後はそれぞれに役目と負
担を分担し、総合力でOB会
を運営して行きたいと思って
おります。その為にも、出来
るだけ多くのOB･OGの方々
に参加してもらえる様、より
一層開かれた組織になるよう
努力する所存です。
　話は変わりますが、3月11
日の大震災以来、人と人との
「つながり」の大切さが再認
識され、お金では買えない価
値観に目覚めた人が多くなっ
ている様に感じ、とても嬉し
く思う事が有ります。
　工体連OB会は利害関係が
まったく存在せず、上下関係
も無いのが特徴で、和気あい
あいとした素晴らしい会だと
思っています。これは、一重
にこれまで導いて下さった先
輩方のお陰で有ります。心よ
り感謝申し上げます。
　工体連加入21部の内、現
在OB会活動に参加している
部は16部です。残り5部（硬
式野球部・卓球部・バスケッ
トボール部・ラグビー部・ア
メリカンフットボール部）の
内、一部でも新たに工体連
OB会の活動に参加して頂け
る様働きかけて行きたいと思
います。

　現在、私達が学んだ工学部
は理工学部とデザイン工学部
に再編され、キャンパスも小
金井と市ヶ谷に分かれ、建築
科出身の私としては大変複雑
な思いでおります。
　しかしながら、工体連の後
輩達を応援しようという気持
は以前と何ら変わる事は有り
ません。
　それは、工体連に対する愛
着と感謝の念が強いからだと
思います。勉学の傍ら、目標
に向かって懸命に汗を流す後
輩達を大学と共に応援したい
と思います。
　今、日本は政治の混乱で残
念ながら国家の危機とも云え
る状況が続いています。又経
済では、世界の意欲あふれる
国 （々人々）との競争のまっ
只中にいます。
　工体連に所属する若人に
は、待ち受けている数々の困
難を乗り越え、明日の日本を
背負って行ける、有能で生命
力あふれる若者に育ってほし
いと願っております。そして
OBで有る私達は、少しでも
その手伝いをしたいと思いま
す。
　現在、OB会では年5回の理
事会の他、6月には「工体連

お祭り（先生方のミニ講演と
現役との懇親会）」、9月には
各部OB会対抗「親睦ゴルフ
大会」、11月には工学部同窓
会主催の「ホームカミングデ
ー」への共催等々、また活躍
する各部のOBを紹介する記
事などユニークな内容が特徴
の「工体連OB会報」を年に2
回発行するなど、それぞれの
担当理事を先頭に色々な活動
を活発に展開しております。
　また理事会終了後には毎回
美味しいお酒と楽しい会話で
大いに盛り上がります。
　これからも素晴らしい仲間
達との交流を楽しみ、工体連
OB会の良い伝統を守り、さ
らに新しい血が加わり、より
発展して行けるよう全力で努
めたいと思います。
　皆様のご協力を心よりお願
い申し上げます。　

工体連OB会  平成23～25年度役員工体連OB会  平成23～25年度役員

顧　問

会　長
副会長

理事長
監　査

近藤　征也（62空　手）
阿部　　鞏（66柔　道）
菊池　貢一（69剣　道）
市野　彰俊（69空　手）
松尾　秀文（76ワンゲル）
小畑　修孝（70陸　上）
白田　隆雄（71剣　道）
佐藤　光男（77柔　道）
竹重　高志（80空　手）
長嶋　克佳（71応援団）
古里　一文（88バレー）

常任理事
（総　務）
（校友会）
（お祭り）
（お祭り）
（財　務）
（会　報）
（会　報）
（同窓会）
（ホームカミングデー）
（名　簿）

中尾美佐男（82スキー）
土居　通明（84ボクシング）
松本　俊一（86少林寺）
加藤　泰輔（04柔　道）
田巻　嘉彦（94ゴルフ）
高津　次朗（82ソフトテニス）
細淵　祐二（86サッカー）
望月　久生（73剣　道）
佐野　嘉之（86水　泳）
吉岡　　均（87少林寺）

法政大学学友会工体連のますますの発展をお祈り申し上げます！！法政大学学友会工体連のますますの発展をお祈り申し上げます！！

法政大学学友会工体連ゴルフ部OB会
　名誉会長  保坂晃一（’69年卒業）
　会　　長  實川　等（’77年卒業）  副会長  遠藤義浩（’81年卒業）  副会長  山村友弘（’84年卒業）
　主務・会計  中溝栄一（’84年卒業）  監　督  井上　玄（’94年卒業）
　工体連OB会理事  田巻嘉彦（’94年卒業）  石川健太朗（’97年卒業）



その他催し：小金井キャンパス内見学会 

　　　工剣会会長　古藤正也（１９６６土木卒）
　　　記念式典実行委員長

 　　　　角坂好昭（１９６８機械卒）

懇 親 会：午後３時半より

　　　　　　 　 稽古会  午後１時半より２時半
　　　　        午後１時　より２時半

懐かしの道場開き（昭和４３年４月）

法政大学工体連剣道部　創立５０周年
記念式典：平成２３年１１月１９日（土）
開催場所：法政大学小金井キャンパス　東館
式　　典：午後３時より　　　

平成23年11月1日発行　　第29号（４） 法政大学学友会工体連ＯＢ会報

最多参加の陸上競技部！
司会の初音家左橋師匠（経済学部卒） 水泳部も最多参加部の一つです

市野会長代行による開会宣言！
老若男女の揃い踏み

10年以上振りの再会も‥‥ 最後はやはりこの方に！20周年に引き続き
声が枯れんばかりの校歌♪

近藤顧問の万歳三唱で幕
総長も一緒にソレー！！

今日はテニスコートでなくパーティ会場で‥‥


