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平成27年度飲もう会
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対

象

氏名団体名
空手部

団

体

きたい世界の絶景」で、世界で 3 番目という角島が見える宿。透き通った青
い海と抜けるように碧い空の真ん中に横たわる緑の角島。そして本土と結ぶ
白く長い橋。いやーァ絶景なり！
お孫ちゃんまで含めると 30 数名の大宴会。岩国の銘酒「雁木」に喉を鳴
らし美味い料理に舌鼓。本人・家族の近況報告には桑折会長は電話で参加。
締めは応援団 OB の市原副団長の今でも惚れ惚れする応援歌。
大切な仲間やその家族と共に過ごせる「飲もう会」に感謝。

個

人

(文責 青木英一 空手’70）

秋季理工系女子テニス団体戦一部

バレーボール部

春季関東理工系大学バレーボールリーグ

竹迫

翔平

全日本理工系空手道選手権大会

個人形優勝・個人組手優勝

加藤

円香

全日本理工系空手道選手権大会

女子個人組手優勝

毛利

誉

渡辺

祐介

2014年度少林寺拳法全国大会男子茶帯の部（組演武） 8位入賞

土田

新

2014年度少林寺拳法全国大会男子緑帯の部（組演武） 4位入賞

三浦

大輝

2014年度少林寺拳法全国大会男子緑帯の部（組演武） 4位入賞

成勢

佳裕

2014年度少林寺拳法全国大会男子団体演武

福本

啓

江川

世佳

長岡
森山

優勝

2014年度少林寺拳法全国大会立会評価法の部

東日本理工科系水泳競技大会

200m
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優勝

対

個

象

氏

人

空手部宮崎先輩 御講演

関係者の方々や、諸先輩方の絶え間ないご尽力の

7位入賞

フリーリレー 3位入賞

理工系ソフトテニスリーグ（女子の部）個人戦（春大会） 優勝
理工系ソフトテニスリーグ（女子の部）個人戦（秋大会） 準優勝

生活は私達をとても成長させてくれるものでした。
一年前、二年前と先輩方に工体連のイロハを教え

圭祐

2014年関東理工系大学対校陸上競技大会

男子走り高跳び 1位

の来 賓・招待の方々にお越し頂く予定でございま

て頂き、今はそれを教える立場にまでなりました。

将平

2014年関東大学クラブ対校陸上競技大会

男子1500m

す。工体連の団結力を見せるためにも工体連OB・

諸先輩方から受け取ったものを次の世代へと引き

2014年関東理工系大学対校陸上競技大会

男子棒高跳び

2014年関東クラブ対校陸上競技大会

男子棒高跳び

1位

1位

この工体連50周年記念 式典は今までの歴 史を

勉学にも励んだ肝の座った生き

全日本理工系空手道選手権大会

個人組手準優勝

全日本理工系空手道選手権大会

個人組手 3位

松本

若葉

全日本理工系空手道選手権大会 女子個人組手 3位・女子個人形 3位

市田

叶美

2014年関東理工系大学対校陸上競技大会

女子4×100mR 3位

羽田

桃子

2014年関東理工系大学対校陸上競技大会

女子4×100mR 3位

中村

公美

2014年関東理工系大学対校陸上競技大会

女子4×100mR 3位

森

愛佳

2014年関東理工系大学対校陸上競技大会

女子4×100mR 3位

象

氏
勝山

名

関東理工系学生対抗陸上競技大会

団体名

人数

空手

進めています。私達現役はOB・OGの方々から伺い、

れを誇りに思い残りの任期を全うさせて頂きます。

き、その翌年に設立された工体連は数多くの学校

かつての機関誌
「和」
を読み返す等を通し、少しずつ

1990年4月に工学 部土 木 工学 科に赴 任しまし
4

陸上競技

18

えていますが、彼が私よりも上手なことは十分に理

た。早いもので、それから25年経ちます。そして、先

解しました。理科大学で行なわれた理科系大学卓球

日還暦を迎え、研究室関係者が還暦祝いをしてくだ

大会にも何回か参加しました。工体連の卓球部も参

1

さいました。久しぶり会うOB、OGも多く、とても楽

加しており、やはり法政大学は強いなという印象で

しい時間を過ごすことができました。その中には、工

した。理科系戦以外にもいろいろな大会に参加しま

バスケットボール

10

体連OB会の方もいましたが、あまりの変わりように

したが、1回戦を突破するのがやっとだったように覚

11

お知らせ

スタッフクラブ

ラグビー

2

合気道

創立50周年記念式典・祝賀会

◆陸上競技部
2016年度

小金井キャンパス

創立50周年祝賀会

開催予定

10
0

アルティメット

12月5日（土）15：00 ～

14
7

アメリカンフットボール

12

◆工体連

5

バレーボール

10

ボクシング
ソフトテニス

少林寺拳法

9

（第50代工体連委員長 村上毅 ソフトテニス）

学生時代のクラブ活動の思いで

13

サッカー

創立50周年祝賀会

を迎えることができました。小金井キャンパスがで

ゴルフ

された事が納得できました。

１１月２１日(土)１６：００～１８：００
小金井キャンパス東館食堂

工体連50年の歴史を祝える代の委員長として、そ

卓球

ワンダーフォーゲル

◆ソフトテニス部

代のOB・OGの先輩方にご助言頂きながら、準備を

5

15

ボアソナード・タワー 26階

工体連の50周年を祝いたいと思います。私はこの

上毅です。今年を持って法政大学工体連は50周年

5

水泳

創立50周年祝賀会

き、組 織がより大きく発展するように祈りながら、

おりません。そのため現役の私達の未熟な部分を歴

スキー

冷やしたフライトの対応にも活か

11月21日（土）14：00 ～

を感じております。この歴史がこれからも末永く続

剣道

3

◆ボクシング部

深いものを感じており、それを引き継いでいく義務

本部員は50年という中のほんの数年しか触れてお

6位

硬式テニス

6

柔道

（文責 小畑修孝 陸上’70）

400m

祝う場となっておりますが、私を含めまして現役の
らず、この50年という長い歴史を真に理解できて

主な推薦理由成績

純

継ぐ。この流れや歴史が私達の代まで続き、それが
50年続いているということには、私達現役も感慨

皆様はじめまして、2015年度工体連委員長の村

工体連50周年記念式典への抱負

2015 年新入部員

硬式野球

方を知り、講 演で話された 肝を

本年度工体連本部役員（真中が村上委員長）

主な推薦理由成績

努力賞

年に難関パイロット訓練試験を突破しました。
、厳しい選抜訓練にも空手を通し
て鍛えた体力・気力を持って乗越えたと伺いました。講演・懇親会後の二次会

名

OGの皆様、是非50周年記念へご参加下さい。

3位

洸

人

すところ数ヶ月となっております。この長い本部員

年記念式典の準備を進めております。この50周年

優志

対

私達工体連幹部の三年間に渡る本部員生活も残

は12月5日(土)に開催されます、工体連創立50周
記念式典には法政大学田中総長をはじめ、数多く

岡本

個

工体連の昔の様子を学ばせて頂いております。

お陰で現在に至っております。現在、工体連本部で

理工系ソフトテニスリーグ（女子の部）個人戦（秋大会） 準優勝

理工系ソフトテニスリーグ（女子の部）個人戦（春大会） 優勝

酒井

弘前高校時代からパイロットになる気概を持ち、空手と勉学に励み、昭和４５

「はま家」
にも来ていただき、高校・大学時代の空手一筋と見えた外観の他に、

12月５日（土）工体連50周年を祝おう！！

7位入賞

優秀賞

業、工体連空手部主将であられた宮崎方嗣さんでした。宮崎さんは、青森県立

（１）

総合優勝

ソフトテニス部

松丸翔太郎

JAL国際線パイロットが語る」
が開かれました。講師は工学部機械工学科卒

法政大学学友会工体連OB会報

主な推薦理由成績
全日本理工系空手道選手権大会

小松原俊紀

大中さん、楽しい 2 日間と皆に渡してくれた「雁木」を有難う！

６月１８日
（水）
ボナソナードタワーにて、法政経営者懇談会主催公開講演
「元

平成27年1１月1日発行

2014 年度工体連会長賞

ここは山口県の片田舎のホテル。でもインターネットでは「死ぬまでに行

翌日は観光バスで金子みすず記念館と秋芳洞を楽しむ。

第37号

最優秀賞

桑折会長が都合悪く欠席の中、
5 月16 日18 時から「飲もう会」がスタート。
今回は空手部 OB の大中さんが奥方と二人で1年をかけて計画。

第37号

20

驚かされた卒業生もいたような・
・
・。写真はそのとき

えています。そんな私でも団体戦に何度か参加させ

のものです。時が流れるのは速いものです。40年ほ

ていただきました。皆が見守る中での試合で、また

ど前になりますが、こんな私にも学生時代がありま

相手の応援がすごく、なかなか点数がとれずに、我

した。

を忘れたことがあります。そのとき、仲間の応援する

デザイン工学部長

森 猛

都立大の卓球部に所属していました。小さな大学

声が聞こえ、心強く思いました。弱小のクラブとはい

身についたように感じています。また、それが現在

でしたので、上手な人たちはいないだろうと勝手に

え、皆で工夫し、自ら厳しい練習計画を立て、実行し

の活動に役立っているように思います。

考えていたら、私より上手な人達ばかりで、侮ってい

てきた仲間の声は今でも忘れられません。このよう

以上のような経験は学生時代でしか味わえない

たことを後悔したことを覚えています。同級生の一

なクラブ活動を通して、現在その重要性が指摘され

ものです。より有意義な学生生活となるよう、工体

人には数えきれないほど試合を行ってもらいました

ている、チームワーク力やコミュニケーション力、他

連ＯＢ会の皆様の工体連への一層の支援をお願い

が、一度も勝てませんでした。その悔しさは今でも覚

の人を認める
（ダイバーシティ？）
素養が多少なりとも

いたします。

女子400ｍリレー優勝! !
＜50″83＞大会新記録・工体連新記録
第 47 回関東理工系学生対抗陸上競技大会
入会キャンペーン中 ! !

平成 27 年 9 月 21 日（月）鴻巣陸上競技場

（左から）１走・市田、２走・中村、３走・森、４走・羽田

（2）

法政大学学友会工体連OB会報

ゴルフ大会 スキー部3連覇！
！
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第37号

第37号
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ボクシング部 新部長紹介

法政大学学友会工体連OB会報

工体連創立５０周年に当って

第２０回工体連ＯＢ会親睦ゴルフ大会阿部杯がボクシング前部長 渡邊嘉

３月を持って退職された渡邊嘉二郎名誉教

二郎先生をお迎えして、例年通り、山梨のレイク相模カントリークラブにおい

授( 現 )から引き継ぎ、今 年度 からボクシング

思いますが、工体連ＯＢ会に

て9月12日
（土）
に38名の精鋭たちが集まって、盛大に行われました。

部長となった春日です。渡邊さんと私は、工学

多大なる功績を残され、長年

又、阿部さんは５年間という長期にわたる闘病生

個人優勝は、空手部の米満菊男先輩
（1969卒）
が優勝
（アウト36 イン45

部の計 測制御専攻、システム制御工学 科そし

御支援を頂いたお二人 先輩

活の一方で、最後まで校友会・柔道界・そして工体連

既に御承 知の方も多いと

され
「あっ」
と言う間の出来事だったそうです
（後にく

う節目を迎えます。現在、工体連委員長の村上君を

も膜下出血だったと、お聞きしました）
。

中心に学生達を中心に記念式典を計画中で、工体

グロス 81 ネット 69）
あわせてベスグロも獲得しました。残念だったのは、同

て理 工学部としての創生科 学 科と、ともに小

が本年４月と７月立て続けに

ＯＢ会のために尽くされました。残念ながら、７月２３

じグロス 81で回ったボクシングの小林邦久さん
（1986卒）
は、
「年齢の差」
で

金井で過ごしてきました。その縁で､学生活動

お亡くなりになりました。

日力尽きるように静かに逝かれたそうです。

ベスグロのタイトルを逃しました。

としての部長を引き受けることとなりました。

団体優 勝は、スキー部
（北原83、大西87、山本88 合計258）
が3連 覇

ボクシングについては、今まで、小さい頃の

を達成しました。空手部がスキー部の3連覇を阻止してくれると思っていまし

テレビでの熱狂、東京オリンピック以来、特に

たが、3打足りませんでした。

関心を持っていませんでしたが、クラブのOBの方々とも一緒になり、もり

阿部先輩、長嶋先輩が永眠されたので喪章を付けてプレーしていただきま
した。

新部長 春日 隆先生

会長 松尾 秀文
ワンゲル’76

気持ちを新たにしている所です。

六大学野球の応援の後、皆様

少林寺の松本さんのシャツの色と胸の

以下は私事ではありますが、若者の運動部離れ、新しいスポーツ種目が

2015年 ７ 月23日 工 体 連 柔 道 部 第 一 期 生

ＨＯＳＥＩの マー クが な ん とも 映 え た

生まれたことによる流行など外的要因も考えられましたが、私の大学のク

（1966年 卆） 阿 部 鞏 先 輩 が 逝 去されました。享 年

エールで閉会となりました。

ラブも、１０年ほど前、全部員が数名、学年によりゼロという危機がありま

◆個人成績
優勝
準優勝
3

米満 菊男
青山 信之
宮崎 方嗣

◆団体成績 優勝

HDC

NET

81
91
90

12.0
19.2
18.0

69.0
71.8
72.0

’69空手
’65スキー
’69空手

スキー部 258
（北原83、大西87、山本88）

第２０回工体連お祭り

用しているレントゲンやCTスキャンの歴史から最新の研究成果まで動画を
交えながら分かりやすくご紹介いただいた。
懇親会では毎年恒例となっている一発芸大会を行った。各部から腕に覚え
のある精鋭が集まり大いに盛り上がった。例年盛り上がる少林寺拳法部の
演武や、ソフトテニス部のスマッシュレシーブに加えて、ジャグリングや漫談、
一発ギャグなど新たな分野への

困っている次第です。今年度は、インカレでのメンバーに問題を起こし、学
連から半期間出場停止処分を受けてしまいました。これらの対処（外的も含
めた）にもOB会として積極的な関与を行っております。今後ともよろしく
お願いいたします。

水泳部 新監督紹介

新たな可能性を感じ取ることが
できた。

康と申します。

ですかね。

ごく身内の方がいらっしゃるだけの
集中治療室に先輩は静かに永遠の眠りにつかれていました。

阿部先輩は、終戦を中国で迎えられました。その時日本人の大人たちは、

長嶋先輩とは工体連ＯＢ会で初めてお会いしてから情報産業オレンジ会

侵攻してきたロシア人から逃れるため足手まといとなる子供たちを、中国人

の幹事団としてお付き合いが深くなり、平成20年には縁あって先輩が起こ

に預けたり
（のちの中国残留孤児）
、船の桟橋から捨てちゃえと言って、捨て

された
（株）
クローバー・ネットワーク・コムに入社することになりましたが、そ

てしまったりしたそうです。その捨てられるという恐怖だけ記憶に残ってい

れ以降7年の間、平日のみならず休祝日も多くの時間を共有してきました。

ると阿部先輩がおしゃってました。

本年は法政大学応援団の創立90週年という節目を迎え先輩はＯＢＯＧ会
長として、また会社は創立25周年という節目を迎え先輩は代表取締役とし

す。なかなかむつかしい漢字ですね。二人の

て、先輩にとって輝ける年になるはずでした。その場に立ち合いたかったの

お子さんのお名前は、ご長 男が心
（しん）
、ご

は誰よりも先輩であったはずです。誠に無念であったことでしょう。

水泳部の監 督をやっているとは、自分自身で

さん元
（はじめ）
、遼
（りょう）
とこだわりの漢字

も驚きなのですが、一 生 懸命 頑 張っていきた
いと思っております。

新監督 齋藤 将康

漢字一字のお孫さん
「爽
（たける）
くん」

また会社の創立記念式典は先輩の
「お別れ会」
に変わってしまいましたが式
典の企画同様に甘利明経済再生担当大臣をはじめとしてとても多くの方に
ご来場いただきましたよ。法政大学経営者懇談会も先輩の追悼講演となっ

一文字に引き継がれており

てしまいましたが先輩が企画された空手部の宮崎先輩による記念講演は大

現役時代と激変し、プールが無くなり、練習す

ます。わたくしも阿部鞏先

好評でしたよ。 空の上からご覧になりましたか？

る事も難しい、非常に厳しい状況の中ではありますが、活気の溢れる活動

輩 の 意 思を継いで工体連

長嶋先輩！ とても多くの思い出をいただき本当に感謝しております。あ

ＯＢ会発展に寄与できるよ

りがとうございます。今まで大学、校友会、応援団、工体連そして会社といろ

ます。

法政大学工体連空手部 OB 会
会

MIT（米国）との合同稽古

ＯＢ会の発展に大きく寄与されたと思います。この会報
「法友工体連」
もそう

でも、長嶋先輩！ 90周年式典は大盛況でしたよ。先輩が修復された法政

空手部の益々の発展と活躍を応援します

水月ゴルフコンペ

ぐに病院に駆けつけましたが、まだ

大学校歌の原稿も無事に奥様の手から田中優子総長に手渡されましたよ。

活気の溢れる部活にしていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いし
（文責 加藤泰輔 柔道’04）

輩は息を引き取られたようです。す

連お祭り、親睦ゴルフ大会を創設いたしました。工体連

次 男が工
（たくみ）
といいます。そしてご長 男

OB・OGにも声を掛けALL 水泳部で、現役部員をサポートしていき、より

上げていくためにも皆様のご協

その話をお聞きしている最中に先

のお孫さんは爽
（たける）
、ご次男さんのお孫

そのような、素晴らしい部活の監督をさせて頂くことになりましたので、

体に参 加いただき、さらに盛り

自宅で倒れて危険な状態とのこと。

私が、大学を卒 業し10 年近く経ち、まさか

をしていると感じております。

工体連お祭りにより多くの団

力をお願い致します。

この度、工体連水泳部の監 督を務めさせて

分 頃、私の自宅 の電 話に長 嶋克佳

あげてきた工体連ＯＢ会をさらに盛り上げようと、工体

阿部先輩のお名前は、鞏
（つよし）
といいま

頂くことになりました2007年卒業の齋藤 将

また、現在の水泳部の状況として、私たちの

挑戦が見られ、工体連の進歩と

いします。

先輩の奥様から電話があり先輩が

阿部先輩が工体連ＯＢ会の会長になられたのは20

した。今や１年生男女計４０名というまた逆の問題を抱え、いいか悪いか

「第20回工体連お祭り」
が盛大に開催された。
記念講演では、理工学部長 尾川浩一先生による
「コンピュータで視る人

次の５０年に向けた新たな一歩としたいと思います。

平 成27年4月12日 深 夜1時30

年ほど前のことでしょうか。いままで諸先輩方が築き

応援､模範試合etc、金銭援助を続け、少しずつ部員を増やすことができま

6月13日
（土）
小金井キャンパス東館食堂に10団体76名の仲間が集まり、

体構造」
のテーマでご講演いただいた。健康診断や人間ドックで何気なく利

Ｂ・学生が共々に集い
「工体連創立５０周年」
を祝い、

長嶋克佳先輩を偲ぶ

73歳でした。

した。そのとき、OB会として数年にわたって、ポスターからビラ作りまで
GRS

式典は１２月５日
（土）
に田中総長を始め多くの御来
賓をお迎えして盛大に行われる予定です。多くのＯ

各部ＯＢの皆様の、絶大なる御支援を心よりお願

くしくも、今年は工体連が設立されて５０周年とい

阿部鞏先輩を偲んで

の応援をお願いいたします。

（文責 佐藤光男 柔道’77）

連ＯＢ会からの財政面での支援はもちろんの事、各
部ＯＢの皆様の御支援を必要としています。

立てていきたいと思います。とはいえ、現在の活動はけして活発ではなく、
しては、学生はふがいないと思っていらっしゃるでしょうが、様々な場面で

なく、校 歌 斉唱のエールをやりにきた

これまで築き上げ、御支援頂いた工体連ＯＢ会の

お一人は応援団ＯＢ会長の

を守り、より進歩した会にしなければと
長嶋克佳先輩で、４月１２日に 「良き伝統」

と楽しいお酒を飲まれて帰宅、その夜に容態が急変

また状況がよく分からず、廃部寸前といっていいと思います。OBの方々と

最後は、ゴルフをやりに来たのでは

（3）

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）

うに頑張りたいと思いまし
た。運命が宿命になるよう
に。
（文責 工柔会会長 佐藤光男’77）

いろな団体の運営にご尽力されてきてさぞお疲れのことでしょう。大好きな
「笹一」
や
「澤ノ井」
を呑んでゆっくりゆっくりお休みください。
合掌
（文責 工体連空手部水月副会長 金澤健二‘80）

