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新生「校友会」がスタート

新会員制度への登録のお願い
校友連合会は7月31日、
「一般社団法人 法政大学校
友会」として登記され、改革
がスタートしました。過去の
校友会時代から久しく懸案事
項としてきた終身会費制が、
今年度卒業生から卒業時に終
身会費3万円を納入して実施
されます。
これに伴い、校友会は我々
既卒業生に対しても、年度会
費を撤廃して終身会費を納入
した者を正会員とする制度へ
移行することにいたしまし

た。尚、全卒業生を基本会員
と称します。
つきましては、皆様にも
「工体連OB会」の会員とし
て終身会費の納入をお願い申
し上げる次第です。
尚、申込用紙及び振込用紙
等は「工体連OB会事務局」
宛に（042-668-8965）に
ご連絡ください。又、関連記
事、詳細については校友連合
会のホームページをご覧くだ
さい。
●所属団体について

【 東京オリンピックに期待する 】
東京にとって2度目のオリ
ンピック・パラリンピック
が2020年に開催することが
決まりました。
前回の東京オリンピック
は1964年、東京の魔女と言
われた女子バレーボール、
体操ニッポンの活躍、アベ
ベのマラソンなど、白黒テ
レビの前で興奮したもので
す。また重量挙げの三宅義
信の活躍も素晴らしかった
です。その4年後、実弟義行
氏がメキシコオリンピック
で銅、しかも、2012年、ロ
ンドンオリンピックで三宅
宏実さんが銀メダルを獲
得。親子でオリンピックメ
ダリストになるとは誰が予
想したでしょうか。ともに
法政大学の出身であること
は良く知られていることで
す。
アスリートの活躍に加

え、オリンピックでの競技施
設は皆の注目を集めます。東
京オリンピックでは、国立屋
内総合競技場（代々木体育
館）が驚異の的でした。
丹下健三の設計、構造設計
は坪井善勝。昨年度退職した
坪井先生の父ですし、門下で
構造実務を担当した一人が川
口衞先生（現名誉教授）でし
た。これも法政大学とも強い
縁がありました。現在、新入
生の導入ゼミナールの一環と
して見学していますが、コン
ピューターがまだ構造では実
用化していなかった時代に、
造形と構造デザインの高度な
マッチングには、毎回のよう
に驚かされます。
2020年の東京オリンピッ
クに向けて、専門家が経済波
及効果をはじいています。理
工学系の学部にとっては、建
設やハイテクなどインフラな

終身会費を納入するには、
登録する所属団体を記載しま
す。校友会の構成団体には、
各都道府県校友会、各学部・
付属校同窓会、各種団体等が
あります。
各種団体とは、体育会・研
究・趣味・同好・職域・同期・
その他がありますが、
「工体連
OB会」も含まれます。複数
の団体に所属することには制
限がありませんが、登録団体
は1人１団体です。
●終身会費3万円の納入方法
について
納入方法として、①3万円
一括払い、②1万円の3年分
割払、③5千円の6年分割
どでは腕の見せ所です。ただ
し開会式が7月24日、競技が
8月9日までと一年のうちで
最も暑い時期なのです。猛暑
や異常気象、大規模地震の発
生などの憂いを跳ね除けるよ
うな、熱いアスリートの戦い
は期待しましょう。
小金井キャンパスの工学部
はここ10数年で大きく変動
し発展してきました。情報科
学部の新設、工学部から3学
科が市ヶ谷でデザイン工学部
に再編され、さらに工学部が
理工学部へ、生命科学部の再
編、などです。もはや、法政
大学に理系学部が4学部体制
にもなりました。
前回東京オリンピックの年
に開設した小金井キャンパス
の建物は再開発され、昔の面
影は全くありません。工体連
OBの先輩諸氏には少し寂し
いところですが、これも大学
改革と時代の流れです。
1964年オリンピックで
は、金16、銀5、銅8の成
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払、④3千円の10年分割払、
⑤卒後50年の特別措置があ
ります。分割払いの方は、第
1回の支払いをもって終身会
員として登録されます。但
し、分割払いの場合は、口座
引落手続が必要です。
●校友会の代表議員について
代表議員は、各構成団体の
正会員40名に1名が選出され
ます。
約5,000名の会員を擁する
我が「工体連OB会」から新生
「校友会」に多くの代表を選
出したいと思いますので、「工
体連OB会」を「登録団体」と
してお申し込みください。
(工体連OB会顧問 阿部 鞏)
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績。直近のロンドンでは金
7、銀14、銅17、2020年に
はどのような活躍があるでし
ょうか。
7年間の年限があります。
その時に活躍する若い人は今
まだ、小学生や中学生でしょ
う。工体連OBの皆さんは、
将来をめざす若者たちも視野
にして後輩を指導することを
願っています。
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絆の大切さを実感する今、校友の交流を通して
誠実な同窓の絆を未来へつなごう！
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第18回 法友会工体連OB会ゴルフ大会

スキー部が圧勝！水泳・ゴルフ部連合が続く
毎年9月の第２土曜日と決
まっている9月14日（土）、
第18回法政大学工体連OB会
親睦ゴルフ大会 阿部鞏
杯 が絶好のゴルフ日和の
中、昨年同様山梨県レイク
相模カントリークラブにお
きまして開催されました。
今回は、法政大学校友連
合会会長桑野秀光様をお迎
えしての記念大会となりま
した。参加者は、桑野会長
を含め38名の精鋭達が集ま
りました。
水泳部渡辺昌巳さんの個
人優勝は、今年50周年記念
を迎え、11月23日(土）に記

念祝賀会を予定している水泳
部にとって花を添える活躍で
はないでしょうか。次は団体
優勝を目指して欲しいと思い
ます。
スキー部：団体優勝は、第
2位に18打差をつける圧勝で
した。スキー部は、年2回ス
キー部だけのコンペをやって
るらしい。ベスグロ75の中澤
治重さん（65卒）は、パープ
レイでラウンドされるとエー
ジシュートになるそうです。
初参 加の空手部の星今井
幸平さんは、2005年卒です。
貴重な若手OBの参加です。
バスケット部の槁爪茂利雄
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さんも初参加（他にも初参加
は4名居りました。）。バスケ
ット部は工体連OB会に今年か
ら入会していただきました。
井上玄（ゴルフ部）のイー
グ ル 達 成 、 竹 重 高 志（空 手
優 勝
準優勝
第３位

TOTAL
ス キ ー 部 244（中澤75、北原83、青山86）
水泳・ゴルフ部 262（井上81、川久保88、渡辺93）
空 手 部 267（米滿80、金澤88、谷岡99）

◆個人成績
優 勝
準優勝
第３位
BB

渡辺 昌巳 水 泳
久保 行弘 柔 道
中澤 治重 スキー
竹重 高志 空 手

の山本浩学部長(元NHKアナ
ウンサー)の五輪開催都市招致
のお話も面白かったですね。
この日、家に帰ってNHKを見
たら山本先生が出演されてい
ました。朝7時のNHKニュー
スにも出演されてました。活
躍されてますね。
最後の校歌はいつ歌っても
しびれます。参加された皆さ
ん、お疲れまでした。
次回は福井県です。工体連
OBみんなで参加して大いに盛
り上げましょう。
（文責 佐藤光男 柔道 77）

GRS
HDC
93
22.8
83
12.0
75（ﾍﾞｽｸﾞﾛ）3.6
2年連続

団体優勝

NET
70.2
71.0
71.4

スキー部OB会

6月15日小金井キャンパス
で、恒例の第18回工体連お
祭りが開催されました。
講演はざわついた場を一
喝して鎮められた、武道家
でもある法政大学名誉教授
の川成洋先生の「シャーロッ
クホームズは日本の武道を知
っていたのか」の講演で始ま
りました。
冒頭、校歌を作詞された佐
藤春夫先生は夏目漱石門下
で、一門が東大を出られた
際に法政大学が迎え入れた
とのお話は、大学の建学の
精神を思い起こさせられる
ものでした。ホームズの作
者、コナン・ドイルはホームズ
にbaritsu(日本訳：ジュジ
ツ、武道)の経験があり命拾

いできたことを「シャーロッ
クホームズの帰還」で書いて
います。
ホームズと武道の関係やそ
の精神を明快にお話頂き、
久々に大学の講義を聞いてい
るようでスポーツでつながる
我々工体連にとっても大変参
考になりました。
講演後の懇親会では切れの
ある武道系クラブの演武、毎
回うまくいかない至近距離か
らのボレー等、恒例となった
現役各部の出し物で大いに楽
しみ、笑い、とても盛り上が
りました。
最後は輪になっての校歌斉
唱、何回歌ってもジーンとき
ます。来年度は更に多くの
OB、現役が集まるものにし
たいと思います。
（文責 高津次朗 ソフトテニス 82）

武道家、川成洋先生のミニ講演

少林寺拳法部の気合の演武

第18回

9月7日に「第21回法政大学
全国卒業生の集い-埼玉大会」
がパレスホテル大宮において、
校友950名を迎えて盛大に行わ
れました。会場が4階と3階に
分かれ、狭い感じでしたが、肩
と肩がふれあう位の方が親睦
は深まると思います。
法政大学出身の上田埼玉県
知事のご挨拶はいつも思いま
すが、ちょうど良い声の大き
さと美しさ、分り易すさにユ
ーモアをまじえた卓越したご
挨拶でした。
法政大学スポーツ健康学部

部）の２年連続ＢＢ賞と色々
あって、今年の大会も大変盛
り上がったのではないかと思
いました。
お・も・て・な・し‥おもてなし
（文責 佐藤光男 柔道 77）

◆団体成績

桑野校友連合会長もご参加頂きました

第21回 法政大学全国卒業生の集い 埼玉大会
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工体連お祭り開催

法政大学工体連バレー部ＯＢ会
バレー部の
ますますの
活躍を祈る！！

OB会でお会いしましょう
OB会会長 曽根原一雄（78建）
OB会理事 古里 一文（88経）
監
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一（95電）

第33号

平成25年11月1日発行

（３）

法政大学学友会工体連OB会報

ーワンダーフォーゲルOB会50周年記念事業、
海外遠征ー

標高4,900mの頂で歌った校歌

ワンダーフォーゲル部OB会会長 松尾 秀文 76卒
2014年、我ワンダーフォーゲ が集まり遠征がスタートした。
ル部創部50周年を迎える。
本来同地域の8月は雨期にあ
数年来、記念行事についてOB たり、ベストシーズンとは言え
会で検討を進めてきた。これまで ない。今年も７月中は大雨が続
周年記念行事は、学生側で海外 き、その後の予報もずっと雨続
遠征を企画し、OB会はもっぱら き、どんな結果になるか正直不
後方支援、資金的な援助を行って 安を抱えての出発となった。
きた。
二日目：上海・昆明を経由し、
OB会も高齢化が進み、中心で 標高3,200mのシャングリラに入
活動しているOBの多くが60代 る。薄い空気と気圧の為、早く
に入り、気力・体力・資金力が有 も体調異常を訴える隊員も。そ
るうちに、個人では行けない地 の日は高度順化の為、3,900m程
域に行って見たいという声が高 度の峠まで車で上がり、周辺の
まり、50周年では現役とOB合同 眺望と高山植物を楽しみ、明日
の遠征にしようという企画がス からの高所への旅に備えた。
タートした。
三日目：梅里雪山山群を目の
時間的・資金的・内容的に中 前に見る事が出来る「飛来寺」
国の山が 最適という結論に達 までバスで移動、標高は3,400m
し、具 体的には四川省 最 高 峰 である。道中、絶景の連続で寝
7,556mのミニアコンカ山域・美 る暇もない。急峻な山肌と渓谷
人谷として有名な丹把・そして を縫うように走る・・・不安定な
高山植物が咲き乱れ、自然遺産 崖と渓谷の深さに不安を覚えて
となっている四姑娘山周辺をフ いると、大きな落石の直撃を受
ィールドとし、メインイベントと け、大破した大型車が２台放置
して大姑娘山（5,025m）への登 されていた。今、正に自分たち
頂という計画を立てた。
が通っている道路の状況を理解
すべての手配が整った今年4 し、バスの中は一時大騒ぎとな
月下旬に発生した四川省雅安の った。
地震は、まさに遠征予定のコー
無事目的の飛来寺へ到着、最
スの真ん中で発生し、その後余 後の登りはこれまた工事中で、
震も続き、道路の安全面・その 危ない心細い道を抜けてようや
他リスクを考え、断念する事と くホテルへと入った。中国の工
なった。遠征の日程は8月4日か 事現場は道路も建物も安全対策
らと決めており、残された時間 が全くなく、危険極まりない。で
は少なく、急遽代案を作る事と もここは中国、慣れるしかない。
した。
四日目：今日からは、いよいよ
その結果、雲南省チベット自 ユイポン村へのトレッキングだ。
治 州 に 有 る 梅 里 雪 山（ 標 高 重光さんが風邪で体調を崩し、病
6,740m）の麓で、徒歩か馬でし 院の有る町まで一時退避する事
か 行けないと云う「ユイポン になった。その他のメンバーは元
村」を訪ね、素晴らしい山群を 気一杯、美しいユイポン村へと向
満喫しながら高度順化を済ま かった。
せ、メインイベントとして、まだ
その登山口となる西当までが
未 踏 峰？という王 冠 峰（ 標 高 さらに悪路で、メコン川上流の
4,800m）の登頂を目指す計画が 深い渓 谷に沿い、進んで 行っ
まとまっていった。
た。やっと登山口到着。馬に乗
ってみたいグループと歩きたい
グループの二手に分かれてユイ
ポン村を目指した。登山口の標
高2,600m、峠は3,600mで標高
差1,000mを登り、峠からは全員
徒 歩 で 6 0 0m下が る。馬 組は
楽々ユイポン村に到着、徒歩組
も夕方には元気に目的地に到着
した。宿泊の施設は想像よりは
るかに快適で、部屋も広く料理
徒歩でユイポン村へ
も美味しかった。
一日目：8月4日（日）羽田の国際
五日目：いよいよ梅里雪山内院
線にOB12名・学生2名の総勢14名 を目指すトレッキングとなる。

の奇岩が 連なる名峰という事
で、特に決まった登山ルートは
無い。劉さん・林さんの二人の
ガイドの案内で慎重に登って行
った。標高、4，750mを超えて
も、「もうすぐ頂上」という雰囲
気にならない。
この辺からルートも険しく浮
き石も多くなり、危険を感じる
ようになった。落 石に気 を使
い、慎重にゆっくり進まざるを
得ない状況となった。さらに朝
の出遅れが響いて来て「どうや
らピークに立つのは難しいな」
と思うようになった。険しい難
所をなんとか越えたが、標高が
4,900mを超えても頂上が現れ
ない。
時間的にここでタイムアウト
だ。この地点で用意してきたタ
ルチョ（チベット仏教の神聖な
旗）を岩に結び付け、登頂計画
は終了。
頂上に残す予定だったタルチ
ョには、全員の名前と思い思い
の一言が書いてある。ピークに
立つ事は出来なかったが、それ
ぞれに全力を出しきった達成感
で晴れ晴れとした顔をしてい
た。「ここで校歌を歌おう」と云
うメンバーの提案で校歌斉唱。
続いて法政とワンゲルのエール
を高々と上げ、僕たちの挑戦は
終わった。
先に山を降りたメンバーもト
ランシーバー越に聞こえる校歌
に「登頂成功」と勘違いしたか？
涙が出る程感動したと言ってく
目的地「王冠峠」
だ！
れ、まさに心が一つになった瞬
八日目：いよいよ遠征のメイ 間だった。下山は別のルートを
ンイベント「王冠峰」へのチャレ 通り、シオガマという高山植物
ンジの日だ。朝の出発が遅れ、 のピンクや黄色の大絨毯の中を
予定より一時間程度遅れて登山 あっという間に降りて行った。
頂上に立てなかった無念さは
口の峠に到着した。目標の山頂
が見える、皆で意気揚々と標高 霧散して、この世のものとは思
えない美しい景色に酔いしれ、
4,200mの峠を出発した。
皆体調が良いようで、珍しい 夢中でシャッターを切った。
この遠征を通じ、
「良き友」が
高山植物が咲き誇る中、順調に
高度を上げて行った。峠近辺で いる事の有難さを実感し、改めて
はもう見る事が出来ない「青い 一生の宝物を得た思いがする。
最後に、献身的に尽くしてく
ケシの花」も高度を上げるに従
って、あちこちに見られるように れたツアーガイドの劉さんにこ
なった。ここは高山植物の宝庫 の紙面を借りて、感謝の言葉を
だ。色々な高山植物がそこら中 送りたい。「最高の旅を、本当に
ありがとう」
に群生していて本当に美しい。
皆の順調な足取りに「もしか
したら、全員で頂上に立てるの
かも」と甘い期待を持った。高
度を上げるにつれ雨が 降り出
し、山はガスに包まれていった。
標高4,600mを過ぎる頃、女性隊
員3名を含む5名が登頂を断念
し、山を降りる事となった。
王冠峰は、頂上付近に王冠型
もうぎゅう坪玉龍雪山

希望により神滝と、かつて日中
登山隊17名が遭難死したとい
う、梅里雪山登頂のベースキャン
プとなったカール部の2コースに
分かれてトレッキングを楽しん
だ。生憎の雨模様となったが、途
中の繊細な景色が素晴らしく、
雨もあまり気にならなかった。そ
して目標の場所に立った時、その
雄大さに感動し、しばらく見惚れ
至福の時間を満喫した。
六日目：まさにユートピア、美
しいユイポン村を後にし、飛来
寺のホテルへと戻った。（また、
あの危険な悪路の道を）
・七日目：今日は明栄氷河〜主峰
カワカブ（標高6,740m）から流
れる世界で最も緯度の低い所に
在る氷河である。
こちらはほとんど観光地といっ
た感で、中国や韓国・欧米等から
の観光客が大勢訪れていた。途
中、韓国人の若者三人が付いてき
たり、休憩していると中国の幼い
女の子がウズラのゆで卵をくれた
りと、友好的な雰囲気の中で素晴
らしい景観を楽しんだ。明日はい
よいよ王冠峰へのチャレンジの日
だ。早めに床に入った。

法政大学工体連サッカー部OB会
創部50周年式典開催決定
名誉会長
幹 事 長
（事務局）〒184-0002

大島
友野

光雄
雅之

2014年11月22日（土）小金井キャンパス
会

長

監

督

伊藤
鷲尾

小金井市梶野町3-7-2 法政大学工体連サッカー部内

昇
正孝
TEL.0423-87-6384

法政大学学友会工体連OB会報

（４）

平成25年11月1日発行

第33号

ると思いま

工体連バスケット部 OB 会
す。スポー
新たなスタートによせて ツを通して

空手部完全優勝！！
平成24年11月24日、東北
学院大学多賀城キャンパス
において、
「第25回記念全日
本理工科系大学空手道選手
権大会」が開催され、我が
工体連空手部は、男子種目
すべてにおいて優勝という
栄誉を勝ち取りました。
思い起こせば10年前、第
15回記念大会において、団
体戦4連覇という偉業を成し
遂げたのも同じ場所でした。
一昨年、学生達はどれほど
悔しい思いをしただろう。
団体戦決勝、2対2で迎えた
大将戦、ポイントでリードを
保ち、まもなく優勝の瞬間を
迎えるはずだった‥‥一瞬の
気の緩みが出たのか、残り2
秒で蹴り技を決められてしま
い、引き分け。5人の勝負内
容により優勝を逃してしまっ
たのです。
決勝戦の相手は前回と同
じ千葉工業大学です。そし
て、今回も2対2で大将戦を
迎えました。しか
し、今年の選手達
は自信に満ち溢れ
ていました。厳し
い稽古で身に付け
た実力を出し切
り、優勝を勝ち取
ったのです。
それだけでな
く、全ての種目に
おいて優勝した完
全優勝です。この
快挙は今後も達成

されないでしょう。
【 大会結果 】
・団体組手及び形 優勝
・個人組手
優 勝 千葉大輔（３年）
準優勝 竹迫翔平（２年）
・個人形
優 勝 竹迫翔平（２年）
近年、部員数は少ないな
がらも、経験者の入部によ
り、全体的にレベルが向上
しています。中にはオール
法政のメンバーとして学連
の大会に出場し、活躍して
いる部員もいます。
来年は創部60周年を迎え
ます。強い法政空手部の復
活と共に、OB諸先輩が築
いて来られた伝統の重みを
感じながら、さらなる発展
を目指して今後も稽古に励
んでいきたいと思います。
OBの皆様にはより一層の
ご指導とご支援をお願い致
します。
空手部 バンザイ !!
（文責 監督 竹重高志 80）

私は東小金井校舎に移って
からの工体連バスケットボー
ル部第1期生の宮﨑です。
卒業してから45年近く経
ちました。学科が統廃合でな
くなったり、新生の学科がで
きたり小金井校舎も大変様変
わりしました。
工体連バスケット部OB会
は2000年頃までは、工体連
OB会にも参加していました
が、その後、連絡網が途絶え
始め、活動が休止してしまい
ました。
今回、バスケット部OB会
をもう一度立ち上げようと有
志が集まり、組織作りや連絡
網の確認を行っています。現
役のバスケット部への支援と
共に、工体連OB会にも参加
させていただき、工体連の発
展のために微力ながらお手伝
いしていきたいと考えており
ます。
2020年には東京オリンピ
ック・パラリンピックの開催
も決まり、スポーツを取り巻
く環境は良い方向に向いてい

８6 同 期 会 を 開 催

理系同窓会発足記念式典

（工体連OBの集い、ホームカミングデー）
一昨年に発足した理系同窓会の発足記念式典が以下の通
りに、学祭に合わせて開催されます。
多くのOB・OGにお集まり頂き、記念すべきスタートを
みんなでお祝いしましょう！
11月2日(土) 小金井キャンパス
13：00 記念式典
13：40 記念講演 横山泰子理工学部創生科学科教授
「ものづくり」と「もののけ」
15：00 祝賀会

久しぶりの東小金井駅。記
憶とは変わってしまっている
道。到着した学校に入って
も、集合場所がすぐには分か
らない。
平成24年10月27日、4年
振りの同期会が行われまし
た。現工体連委員長の案内の
もと、学校内の見学。主に私
達にゆかりのある体育館や部
室、本部、元グラウンドやテ
ニスコートのあった場所など
を巡りながら、恵まれた環境
に驚くと同時に、口から出る
のは昔を懐かしむ声。少しず
つ増えだした女子学生のため
に、大学事務課の方々が体連
女子部員に声をかけてくださ
り、校内が改善されるよう話
し合ったことなど思い出され
ました。
今回は私達の子供世代の通
う大学の姿を見せていただき

大きな輪が
広がってい
くことを期
待しており
ます。
7 年 後 の バスケットボール部
オリンピッ OB会会長
クに法政大 宮 﨑 久 男
学関係者が
参加できたらこの上ない喜び
です。
法政大学 頑張れ！
また、今年の9月には東
京・多摩地区で国体が開催さ
れ、小金井市はバスケットボ
ール大会と弓道大会をサポー
トします。私も運営に関わっ
ています。
弓道大会は9月29日、30
日、10月1日、2日、バスケ
ットボール大会は10月4日、
5日、6日が小金井市の担当
です。決勝戦は武蔵野市体育
館です。
最後になりますが、工体連
OB会の皆様、バスケット部
OB会の新たなスタートにご
指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いします。
ましたが、理工学部と名を変
え、かつて所属していた学科
もほとんどなくなっている
今、私達が4年に1度集まる
のは、あの数年を共有したこ
とを確認する時なのだと気付
きました。
清潔な学食に会場を設けて
いただき、4年振りとは思え
ない時間を過ごすことが出来
ました。思い出の形ある部分
はなくなっても、時間を超え
てつながることの出来る仲間
を持てたことを、改めて感謝
する時となりました。
(文責 大久保悦子（旧姓篠崎）
ワンゲル 86)

工体連陸上競技部O B会
2 年後は創部50周年を迎えます。
O B 皆 様のご支援宜しくお願いいたします
OB会会長

小嶋

博巳

OB年会費（３，
０００円）及び寄付金は
下記口座へ振込み宜しくお願いします
みずほ銀行 芝支店 普２９６５４６０
郵 便 局 １０１１０−９３６３９８４１

2013年8月夏合宿
（菅平）

