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●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。

　6月23日小金井キャンパス
におきまして、第17回工体連
お祭りが開催されました。 
　毎年恒例となりましたミニ
講演ですが、本年は理工学部
創生科学科:小林一行先生よ
り｢屋外環境における環境認
識、自律走行｣の演題でご講
演いただきました。制御工学
の理論も素晴らしい内容でし
たが、そこは常日頃心身を鍛
え、戦いの場に身を置く我々
工体連各部ですので、勝負
事、つまり国内外の競技大
会、つくばチャレンジや米国
オークランド大学で開催され
たIGVC国際大会（みごと総
合準優勝されたとのこと）の
動画上映等含んだお話は特に
興味深いものでした。
　さて、講演の後は懇親会の
部となりまして、昨年・一昨
年のクイズ大会から本年は
出し物（宴会芸）大会が盛大

に執り行われました。体力系
あり、一発芸系あり、コント
系ありで各部趣向を凝らし
た出し物に審査員席、各部現
役・OB席は笑いの渦に巻き
込まれました。
　大会を企画・立案した現役
工体連本部役員各位におかれ
ましては、来年度も今回以上
に盛り上がる企画をお願いし
たいと思います。今年の腕ま
くり賞は、水泳部と少林寺拳
法部がゲットしました。
　さて、わが法政大学小金井
キャンパスですが、小金井再
開発第2期工事（後半）で北
館、管理棟、けやき門、中庭
が3月末に竣工し、完成した
ばかりの中庭を散策するこ
とができました。
　見違えるようなモダンか
つ機能的なキャンパスに生
まれ変わりました。これで
再開発事業は一段落し、中庭
西側部分では引き続き創生
科学科新棟（仮称）の工事が
開始されるとのことです。

（詳しくは大学HPをご参照
下さい。）
　本年度お祭りの課題・反省
点といたしましては、幾つか
の部で理工系リーグ戦とバッ
ティングしてしまい、参加を
断念せざるを得ない部がござ
いましたので、来年は開催日
の調整等が望まれます。
　最後に、昨年までJR中央
線再開発に伴い、閉店中であ

工体連お祭り開催
第17回  りましたあのスタ城（旧スタ

ミナの城）が数か月前に復活
いたしまして、先輩方と懐か
しの大統領を酌み交わしま
した。
　何年かぶりに見る大統領
の徳利は、新入生時代に先輩
に連れて行っていただいた
あの当時と同じく、とても
大きく感じられました。
（お祭り担当  松本俊一　86）

情報科学部長

　雪　田　修　一

　工体連OB会報は毎号、先輩
諸氏の後輩現役への暖かい言
葉に心を打たれます。また更
に、その言葉を実にして後進
に援助を続けて来られたこと
に感謝申し上げます。
　OBによる見守りと援助は、
如何なる組織においても、組
織の持続可能な発展を保証す
る重要な条件でしょう。工体
連OB会はまさにそのモデルで
あり、草創期の大先輩の苦
労、また今日それを引き継ぎ
工体連OB会を指導しておら
れる諸氏の母校愛に敬意を表
します。現役の諸君において
も、このような先輩諸氏の支
援の下で、自らが育まれてい
ることを意識することが、成
長のための重要なファクター
ではないでしょうか。　自ら
が辿り着いた位置、そして置

かれた位置を知ることは何事
においても個人の成長に欠か
せません。それは同年代の競
技者集団の中での自身の技能
レベルを把握することだけで
はありません。自分は一体誰
の援助で今の道を見つけ、誰
の期待を担って、現在の環境
を与えられているのか、そこ
に想いを巡らすことも含むと
思います。
　情報科学部は2000年に誕
生ですから、昨年30周年を盛
大にお祝いした工体連に比べ
ると、歴史を作っていくのは
まだまだこれからという段階
です。持続可能な学部の発展
には、工体連のようにOBによ
る支援を柱とした人材育成の
サイクルの確立が必要だと認
識しております。情報科学部
同窓会が厚みをもって成長

し、理系学部同窓会との連携
を深め発展することを期待し
ているところです。
　さて、私も毎年卒業研究生
を受け持っていますが、運動部
所属の学生を指導することが
多く、彼らの人間力に期待する
ところ大です。学部の研究室・
ゼミの人脈に工体連の人脈の
縦横に交わるところに身を置
くことになる訳ですから、現役
諸君には、そういうアドバンテ
ージを意識して充実した学園
生活を送っていただきたいと
思います。
　私自身は、競技の経験は高
校時代までしかありません。
陸上部で中距離をやっていま
した。800mとか1500mです
ね。地方大会レベルでも大し
た実績はありません。しか
し、リレー種目においては、陸
上競技がチームの競技だとい
うことを学びました。今年の
ロンドンオリンピックでの水

泳の好成績が、それが個人で
なくチーム競技であることの
証明であったことに、やはり、
そうだよね、と意を強くしま
した。この事実を再発見・再
認識した次第です。会社のよ
うな組織では言うまでもない
ことですが、大学の授業・ゼ
ミも実はチーム競技ではない
か、授業の進め方に反省を迫
るものでもありました。

工体連のご発展を期待します

左：新キャンパス
右：小林先生
左下：審査員
右下：表彰式
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◆団体成績　　  
　優　勝  水泳・少林寺・ゴルフ・陸上連合チーム　
  239（砂川75、井上82、渡辺英男82）　　 
　準優勝  柔　道　部 
  246（福井78、吉本83、大竹85）

と　き：2012/09/08（土）
ところ：レイク相模カントリークラブ（山梨県上野原）

TOTAL

◆個人成績　
　優　勝 北原　通男　スキー
　準優勝 吉本　　弘　柔　道
　ベスグロ 砂川　俊昭　陸　上　
　B B 賞 竹重　高志　空　手

 GRS 　HDC  　NET
  77  　 6  　71（2連覇）　
  83  　12  　71（HDCPの差）
  75 （OUT39 IN36）

第17回 法友会工体連OB会親睦ゴルフ大会

“阿部鞏杯”開催される

　あっと、驚きの連合チーム
優勝です。クラチャンの砂川
さん（陸上）の大活躍もあり
ましたが、前半が終わっても
しかしたら優勝できるかもし
れないと思った井上さん（ゴ
ルフ）と渡辺英男さん（少林
寺）の粘りの82が勝因ではな
いでしょうか。
　昨年は、参加者が28名に減
ってしまいましたが、今年は
39名に増え、また盛り返して
おります。初参加の方も５名
いらっしゃいました。今年も
色々な方がいらして、色々な
ことをして、おもしろかった
です。
・死ぬ前に、一度はやりたい
エイジシュート
・久しぶりのゴルフ、前半54

の大たたきも後半意地の42
・ティーショット　280ヤー
ドのBIGドライブも２打目は、
かんだまさき。
・ショートホール　バーディ
ーチャンスが４パット
　工体連OBはやる気があり
ます、それもこだわりのやる
気。これが、工体連をおもし
ろくしています。
　今年は、阿部鞏賞として、
賞金と賞品（鹿児島高級焼
酎）が団体・個人の優勝・準
優勝・ベスグロにそれぞれ贈
られました。
　来年もさらに工体連ゴルフ
大会をバージョンUPさせて、
日本一おもしろいゴルフ大会
にしましょう。

（文責　佐藤光男 77） 39名の精鋭が集まる！

阿部賞：小松・鈴木さん個人優勝：北原さん（スキー部）団体優勝：連合チーム

2012年度 工体連新入部員加入状況

空 　 手 　 部 2人
ス　キ　ー　部 2人
剣 　 道 　 部 3人
硬 式 野 球 部 14人
柔 　 道 　 部 4人
水 　 泳 　 部 8人
ワンダーフォーゲル部 12人
サ ッ カ ー 部 11人
ボクシング部 0人
ソフトテニス部 11人
硬 式 庭 球 部 5人

陸 上 競 技 部 10人
ゴ　ル　フ　部 3人
卓 　 球 　 部 9人
バスケットボール部 10人
少林寺拳法部 3人
バレーボール部 7人
ラ グ ビ ー 部 3人
(多摩1人含む)
アメリカンフットボール部 4人
(多摩1人含む)
合　気　道　部 3人

　今年の新入部員の入部状況は下記の通りです。校舎の場所が
分かれる中、勧誘も頑張ってくれています。より一層の現役へ
のご支援をお願いします。

　■11月16日(金) 記念ゴルフ大会 島根ゴルフ倶楽部宍道湖コース
　■11月17日(土) １５：００～大会式典・講演会・懇親会 
 【講演】藤岡大拙（島根県文化振興財団理事長）
　　　　　　　　　　　 「神々の国しまね
　　　　　　　　　　　　  ～古事記編纂１３００年を迎えて～」  
 【会場】ホテル一畑　平安の間　
　■11月18日（日）  エクスカーション（島根観光） 

　今年の全国卒業生の集いは
神々のふるさと、山陰の地、島
根県で開催されます。古事記
編纂１３００年の節目を迎える
今、多くの校友に神話の魅力
を体感してもらいたいと、実行

委員会では懸命に準備を進め
ているそうです。
　工体連ＯＢも多数、参加の予
定です。古代文化の宝庫、島根
を充分にご堪能下さい。

第20回法政大学「全国卒業生の集い  島根大会」開催



体育会  少林寺拳法部  祝！ 創部 50 周年

  ＯＢ会会長  鈴木  統
法政大学  工体連  少林寺拳法部  OB会

｢己れこそ己れのよるべ｣

祝賀会：2012年11月18日（日）東京プリンスホテル

少林寺拳法
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　縁あって、ここ長野の地へ
越してきてから早20年近く
が過ぎようとしています。現
在、私は「裕気塾（ゆうきじ
ゅく）」という一般・シニアを
対象とした健康教室、幼児・
少年少女を対象とした少年武
道教室、中高生対象の武道
CLUBを長野と東京に開設し
ております。また、2006年よ
りデイサービスのお年寄りに
健康法の指導も始めました。
　「裕気」というのはエネル
ギーが満ち溢れるという意味
で、身体の内側から活力が湧
き起こる状態が心身共に健康
であり、その健康こそが「強
さ」の原点であると考え、試
行錯誤しながら自らの研鑚と
指導の毎日を送っています。
　なぜ、私がこのようなこと
を生業にするようになった
か、簡単な経緯を辿ってみた
いと思います。

【空手との出会い】
　小さい時から人一倍「強く
なりたい」という気持ちが強
かったと思います。それは当
時の映画やテレビに登場する
ヒーロー的な「達人」への
「憧れ」が原因だったのでし
ょう。
　自然な流れとして中学、高
校と柔道部に入りました。別
段それ程強いわけではなかっ
たのですが、一所懸命はやっ
ていました。
　そんな時、週刊少年マガジ
ン連載の「空手バカ一代」と
いう漫画に強烈に引きつけら
れます。主人公の大山倍達は
架空の人物ではなく実在して
いるところが大きな魅力でし
た。ですが、近所に道場もな
く空手をやるまでには至りま
せんでした。
　が、その時は突然訪れまし
た。大学に入っても先輩方の
人柄に惚れ柔道部員になりま
したが、３年になり余裕が出
始めたある日、偶然立ち寄っ
た武蔵境のボーリング場の前
に「その方」はいらっしゃい
ました。
　その方とは佐藤勝昭先生で
す。そうです、極真会の初代
世界チャンピオンです。前述
の「空手バカ一代」やドキュ

メンタリー映画では空前のヒ
ットとなった「地上最強の空
手」で主役級の扱いをされて
いましたので、極真の大ファ
ンになっていた私としては天
にも昇る気持ちでした。
　早速入門して、柔道部の練
習が終わってから空手の稽古
という厳しくも充実した修行
が始まりました。空手を始め
て2年が過ぎた第11回全日本
大会で大山先生の目に留ま
り、館長推薦の特別枠で第2
回世界大会の日本代表選手に
選ばれます。ニューヨークで
の一ヶ月半の武者修行を経て
の世界大会でしたが、膝の故
障で思うような稽古が出来ず
不本意な成績となりました。
　本来ならば卒業後は建設会
社に就職するはずでしたが、
不完全燃焼で終わることが納
得できず、佐藤先生の了承を
得て指導員の道を選びます。
【裕気へ】
　元来、教えるのも好きだっ
た私は指導員として生徒を導
くこと、特に少年部の子ども
達を指導することに情熱を燃
やしました。
　もちろん、自らの稽古にも
真剣に取り組んでいました。
最先端の科学トレーニングも
取り入れていましたが思うよ
うな結果が出ず、暗中模索の
中で出会ったのが「気：西野
流呼吸法」です。西野皓三先
生の驚くべき強さに接し、自
分が求めていた「達人」の世
界が見えてきました。この呼
吸法を根幹に据えて身体を創
りかえることで「真の武道」

が成り立つと確信しました。
　本物の「武道」とは「強
さ」と「人間性」そして「健
康」が三位一体で向上してい
くものでなければなりませ
ん。しかし、そうは言っても
体現出来なければ「絵に描い
た餅」で終わってしまいま
す。「これは！」と思ったこ
とが「違うか…」と言うこと
の繰り返しです。
　ですが、塾を開いて20年、
漸く遠くの方に光が見えてき
ました。私はこの本物の「武
道」が混迷のこの世の中を救
う大きな鍵になると思ってお
ります。自分の主義主張をし
っかり持ち、それでいて絶妙
な心遣いが出来る…そのよう
な人間を時代は必要としてる
と。そんな「武人」を一人で
も多く世の中に送り出すこと
が天命と信じ日々精進してい
ます。
　最後に、今は亡き松本先
輩、西野先輩、涌井先輩、顧
問であり同志であった岡先生
のご冥福を祈り、皆のご恩に
報いるよう今後も、より自分
を高める所存です。

活躍する工体連OB　⑬

原田　裕次（柔道部 建築 79 ）

エネルギーが満ち溢れる 裕気塾

第11回全日本大会  22歳

ながの東急カルチャースクール体験会

演武会2012年3月11日

活動の詳細等は下記アドレスからご覧下さい。
★.。.:*・゚エネルギーが満ち溢れる！★.。.:*・゚
裕気塾 原田裕次（はらだゆーじ）
健康教室/少年武道教室/武道ＣＬＵＢ

【URL】 
http://www.janis.or.jp/users/yu-ki/
【Ｂｌｏｇ】 
http://blogs.yahoo.co.jp/yu_ki_juku
【facebook】 
http://www.facebook.com/YuKijuku
http://www.facebook.com/yuji.harada.special
【E-mail】 yu-ki@janis.or.jp



法政大学 工体連ソフトテニス部 
　　　　　　　　優勝目指して頑張れ！！

ソフトテニス部OB会
高津次朗

（1982 年  経工卒）

2011.12.3（土）OB会

■豆知識‥飲もう会って何？
　桑折会長(ボクシング)、曽
根副会長(柔道)、足立先輩、
小畑先輩ら同期工体連の仲
良しが、4回生の時に高尾山
でしし鍋を食べたのが始ま
りだそうです。
　その後、家族ぐるみで飲み
会を続け、もう40年が過ぎ
ました。奥様、お子様同士も
仲良くなって、まさしく工体
連OB会のお手本でありま
す。
■日時と場所
5/12（土）仙台駅12：30集合
　遊覧船にて松島海岸、五大
堂、瑞巌寺を見学、松島温泉
湯元「松島一の坊」で宴会。
5/13（日）貸切バスにて中
尊寺、毛越寺見学、昼食は牛
タンを堪能。仙台駅15：26
発東京行き新幹線に乗る。 
その後、埼玉法友会でロンド
ンオリンピック重量挙げ出
場の三宅宏美さんの壮行会
でした。
■佐藤光男の感想
・ひとり松島思い出のせて、
島から島へと船が行く‥‥ウ
ミネコにカッパえびせん
・宴会前の風呂あがり、河田

先輩おごりのとりあえず一
杯のビール、うまいね～。
・宴会後の２次会：田淵夫
人、比佐夫人、白田夫人もま
じえて飲む。
・夜10：30、おなかがすい
た。昔のおちょこを大きく反
対にした逆円すいの容器に
入った和風らーめん、これが
うまかった。
・毛越寺浄土庭園：黄緑色の
落ち着いた庭園、ピンクの
花。すごくきれいないい感じ
です。また来たいと思いまし
た。
・殻つきアーモンド：アーモ
ンドって殻が付いていたん
だ！！これを炒ったもの、う
まい。
・伊達の牛タン本舗：牛タン
を堪能。飲もう会は昼飯が
うまい。もちろんビールも。
　今回の参加人数は41名で
ありました。来年も開催決定
だそうです。場所は東京・浅
草近辺で、スカイツリー・屋
形船、おいしい昼飯にビー
ル、孫娘、お嬢さん、若奥様、
マドンナ‥‥次回は50人ぐ
らい集まるかもしれません。
（柔道部  佐藤光男 77）

●2012年 飲もう会 IN 仙台 復興支援

　今年も例年通り、12月3日
の最初の土曜日にOB会が開
催されました。
　朝方に大雨が降り、テニ
スは中止だったのですが、
四国から来られた豊島先
輩、長野から来られた日向
先輩が緑町の午後にテニス
コート駆けつけるとぴかぴ
かに晴れて、現役もいて練習
が出来てしまい、びっくりで
す。これも現役が3連覇して
くれたおかげでしょうか。
　夜は吉祥寺いせ屋で多くの
OBが集まり、後輩達の理工

系3連覇を大いに祝いまし
た。最近は古手から若手ま
で、いろんな年代のOBが来
てくれるようになりました。
　春の理工系では残念なが
ら4連覇を逃しましたが、新
入部員も大勢入ってくれた
ようです。また優勝してく
れるだろうとOB一同大いに
期待しています。
　今年のOB会は12/1(土)
頃の開催になると思います
が、多くのOBの参加をお待
ちしています。
（ソフトテニス部  高津次朗 82）

●2012年度ソフトテニス部OB会を開催

　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OBを主体とし
た「TECH FC」が2年ぶり
6回目の栄冠に輝きました。
一昨年まで5連覇を成し遂げ
た後、残念ながら昨年は優
勝を逃し、一同悔しい思い
をしましたが、見事今回優
勝を奪還しました。
 シニアリーグの参加資格は
40歳以上ですが、この年代
の仲間が現役でサッカーを
していた頃と現在ではサッ
カーを取り巻く環境は全く
変わりました。Ｊリーグを
頂点としたプロ化、少年サ
ッカークラブによる裾野の
拡大、ワールドカップへの
出場等、当時では想像でき
ないものでした。
　その一環としてシニア層
がサッカーを楽しめる環境
も整えられており、大変幸
せなことと感じておりま
す。40歳から60歳という年
代は、正に各々のビジネス
の場で中核を担う働き盛り
ですが、休日に好きなサッ
カーを楽しめることで公私

に渡り一層充実した人生を
実感しています。
 参加メンバーは当然普段練
習などできません。それで
も不思議と連携がとれ、プ
レーのリズムを共有するこ
とができます。これこそOB
チームだと実感する瞬間で
す。
　勝っても負けてもこのチ
ームに参加できることの価
値は変わりません。生涯ス
ポーツとして、いつまでも
続けられることを心より願
っております。
　最後に、OBチームの運営
に当たり、吉林さん他幹事
の皆様には深く感謝申し上
げます。
　また、現在「TECH FC」
中心メンバーの平均年齢が
50歳を超えています。チー
ム継続の為には若返りも必
要です。是非40歳前半の参
加者が増えることを期待し
ております。
　各地でご活躍のサッカー
部OBの皆さん、頑張ってい
きましょう！
（サッカー部  高橋利治 85）

●サッカー部、小金井市シニアリーグ2年ぶり６度目の優勝

『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）
【日 時】 11月3日(土)  於：小金井キャンパス
 １3：００～記念講演 　　　
　　　　  15：30～懇親会
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