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工体連50周年を経て
頑張ってよかった、と本当に思いました。という

ました。その教えてもらったことに気づいてはいる

OBOGの方々の絶えない支援ゆえに、ここまで続

のも工体連50周年記念行事を経て、様々なことの

ものの、これは工体連に入らなければ気づくことさ

いてきました。そしてこの組織はこれからも大学と

ある一年を過ごしました。振り返れば人生の中で最

えできなかったと思います。そしてまた、50期とい

共にあり続けるべきです。私は受け取ったものを忘

も中身の濃い一年間を過ごしたと思います。この一

うものに当たらなければ、ここまで深く考えること

れずに、関係してくださった皆さんへの感謝を忘れ

年で私は、人と接することの大切さを学びました。

はありませんでした。この50周年で学んだことは

ません。

人と接することで自分に変化が起きたことに気づい

私の大学生活で一番の自信につながっ

たからです。自分一人の考えで何かを進めても、何

ています。授業では学べないことはた

が良いか、何が悪いかなど分かりません。人と対話

くさんあり、それを学べました。私はそ

することでより客観的で多くの人に喜んでもらえる

の 学びをいい経 験 なのだと思いまし

ようなことができると思います。この行事のために

た。

色々な思考をし、色々な人と話をしましたが、それ

工体連にはこれからもたくさんの人

のお陰で自分の思考の狭さが分かりました。これか

が加入し、OBOGはこれからも増え続

ら先の人生、社会では一人ではできないことがたく

けることでしょう。今思うのは、4年間

さんあると思っています。この考えは今までの私に

という貴重な時間でこれを学べる工体

は無く、工体連が授けてくれた一つの財産です。

連が重要だということです。

工体連での3年間は私に様々なことを教えてくれ

第50期委員長 村上 毅
（ソフトテニス）

この 組 織を 大 切に思う素 晴らしい

工体連の活動について
かに小金井キャンパスで祝うことができました。

た。ごもっともだと思います。一方で、法政大学に限

習の成果を発揮し、様々な素晴らしい成果を挙げ

らず近年、大学を取り巻く環境が厳しくなってきて

ることができました。先日、各部の監督、部長の方々

おり、お金の使途については厳しく外部から監査さ

にお集まりいただき工体連会長 賞、同OB会長 賞、

れるようになりました。その中で、今回の方式は大

特別賞の選考を行い、また皆さまと懇談をしまし

学からの経済的な支援を継続するための苦肉の策

た。その際、ご出席いただいた監督の方々から、各

であるという説明を、大学に所属している立場から

部の監督に対する大学の考え方についての質問を

させていただきました。この懇談 会に参加されな

いただき、意見交換を行いました。
これまで工体連各部の監督の方々には、大学か

前 工体連会長
彌冨 仁 教授

ないことに違和感があるとご指摘をいただきまし

おかげさまで今 年度も、多くの学生が日頃の練

ら一律の薄謝をお支払いしてきましたが、一昨年前

かった監督の皆さまも、大変心苦しい内容ではあり
ますが、何卒ご理解いただければ幸いです。
小金井キャンパスは綺麗に整備され、喜ばしいこ

より、学生に指導していた時間についてご申告して

とに工体連に所属する学生も増えてまいりました。

いただき、それに応じて謝礼をお支払いする形式に

練習場所や部室の不足といったハードウェアの面

日ごろより工体連各部の学生活動のため、監督の

変 更になりました。大 学は、監 督やOB,OGの 皆さ

での制約もありますが、皆さまと共にいかに知恵を

方々ならびに諸先輩方の多大なるご尽力、学生へ

まのご尽力に心より大変感謝しながらも、経済的な

絞り、出来うる限り学生の活動を応援していきたい

のご指導に対し、心よりお礼申し上げます。昨年12

面で出来ている支援は極めて限定的です。監督の

と考えています。OB、OGの皆さまには、引き続き

月には多くの皆さまと、工体連設立50周年という

方々からは、当然金銭のためにやっているわけでは

学生への篤いご支援、ご協力を賜りますよう、心よ

大切な節目を、総長にもご出席いただき大変賑や

ないが、勤務表のようなものを提出しなければなら

りお願い申し上げます。

拳禅一如・力愛不二

法政大学 工体連
少林寺拳法部 ＯＢ会
会長 鈴木 統

工体連

少林寺拳法部
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ソフトテニス部 新監督紹介
この度、工体連ソフトテニス部の監督を務
めさせて頂くこととなりました１９８５年卒業
の上木泰裕です。桑原元監督
（1979年卒）
が
OB会の新 会長となられることから引き継ぐ
こととなり、驚きとその重責に身の引き締ま
る思いで一杯です。
現在、ソフトテニス部は関東理工科系リー
グに所属し、男女とも１部リーグで日夜優勝を
目指し、練習に励んでおります。また、部員が

新監督
上木 泰裕
（土85）

49名と多く、２面のテニスコートでは思うような練習は難しいのです
が、練習内容を工夫しながら活気溢れる活動を行っております。
今後は、卒業生のバックアップのもと、現役部員と共により一層活発
な活動を行いながら、１部リーグでのアベック優勝を目指し頑張りたい
と思っておりますので、今後とも宜しくお願い致します。

陸上競技部創立50周年記念式典開催
平成28年6月4日㈯
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応援団９０周年記念式典
昨年９月５日㈯応援団９０周年記念ステージ並びに祝賀会を開催し
ました。外濠校舎記念ステージには約６００名のご臨席、祝賀会東京プ
リンスホテル鳳凰の間には約１０００名のご臨席頂き、松尾会長様をは
じめ工体連OB会の皆様８名お越し頂き誠にありがとうございました。
ここで残念なご報告がございます。工体連OB会様との絆を大切に
していました、応援団OB会長長嶋克佳様が平成２７年４月１２日逝去
致しました。私は昔で言います工学部出身後輩として、故長嶋会長より
薫陶を受けて参りました。ここで謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
さて、祝賀会は田中優子総長のご挨拶から始まりまして、催し物と
して応援団OBによるリーダー紹介などを行い、最後はスクラム校歌
で閉会しました。
応援団が１００周年を迎えられるよう現役並びにOBOG会、引き続
き精進して参ります。今後ともご指導賜りますようお願い申し上げます。
最後になりますが思い出の写真アップ致します。昭和５７年４月工
学部における応援団によるデモンストレーションの際撮影したもので
す。当時私が応援団に入団して間もない頃です。この時より工体連の
皆様にご支援頂き４年
時団長を務めることが
出 来ました。衷 心 より
御礼申し上げます。
（文責 元応援団団長
土屋 建 土86）

時間：15:00
会場：小金井キャンパス

全国卒業生の集い
京都大会
平成28年
11月11日㈮〜13日㈰

オール法政新年会

会場:ウェスティン都ホテル京都等

年間スケジュール
4月14日㈭
6月18日㈯
8月18日㈭
9月10日㈯
10月13日㈭
11月 3日㉀・㈭
1月21日㈯
2月16日㈭

第１回理事会、会報38号発行
第２回理事会、工体連お祭り
第３回理事会
親睦ゴルフ大会
第４回理事会、会報39号発行
工体連OBの集い
（学祭中）
オール法政新年を祝う会
第５回理事会

1月23日、お 台 場 グランパシフィッ
クホテルで毎年恒例のオール法政の新
年会が開催されました。
今 年の驚きは、何といっても現官房
長官である菅さんの登場です。これま
でも何度か予定はされていたものの、
ご多 忙でなかなか 会 場にお 越しいた
だいたことがありませんでしたが、今
年は登壇、挨拶もしていただけました。その後は、菅さんの回りは黒山
の人だかり。名刺交換出来た方たちは満足気でした。わずかばかりの
時間でしたが、卒業生の一人として法政の輪に加わっていただけたこ
とに価値があるのではないかと思います。
工体連としては７名の登録ではありましたが、他の組織として参加さ
れた方々も多数おり
（総勢20名程度ではないかと）
、一度に皆さんと
新年の挨拶を交わすことが出来る、非常に有意義なイベントであると
思います。
（文責 細淵 祐二 サッカー 86）

法政大学工体連
ソフトテニス部ＯＢ会
2015年11月21日㈯
小金井キャンパスにて

6 期生の皆さん

５０周年記念祝賀会を開催し、
１４０名にご参加頂
きました。
ありがとうございました。
これからも現役の応援をよろしくお願いします。
ＯＢ会長 桑原敏昭（1979年建築卒）

展示物と心得
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ソフトテニス部創立５０周年記念祝賀会

工体連ソフトテニス部ＯＢ会では、去る2015年１１月２１日㈯に
「創立
５０周年記念祝賀会」
を小金井キャンパス東館地下１階学生食堂におい
て、全国各地からＯＢや現役の出席を賜り総勢１４０名の参加を得て盛
大に開催いたしました。また祝賀会の前に緑町テニスコートにてＯＢ・
現役の交流試合を行いました。

（3）

ボクシング部 創部50周年式典

秋も深まり、肌寒くなりはじめた2015年11月21日に、ボクシング部
の50周年記念式典が催されました。
ボクシング部は工体連の初代委員長を輩出して以来、工体連の周年
事業と同じ年を重ねて参りました。
『50年』
という節目は、クラブの活
性化に向けたステップアップのためにも、OBの人生の中でも大きな位

この祝賀会等の準備の為に１年前から、第２代ＯＢ会会長の石原正

置づけとなることは明白であるだけに、ボクシング部ではOB会長・50

昭氏(6期生)が実行委員長を務め、監督の桑原(14期生)、工体連ＯＢ

周年実行委員長のもと、1年半前から実行委員会による協議と準備を

会幹事の高津次朗氏(17期生)、現役主将の斉藤圭佑君、
ＯＢの近藤政

重ねて、開催直前の半年は2週に一度のペースで打合せを行いました。

志氏(8期生)、大野永美子氏(19期生)、上木裕泰氏(20期生)、尾形達

当日は、80名を超える参加者を出迎えることができて、1次会、そし

紀氏(28期生)、網谷岳夫氏(40期生)、泉雅貴氏(42期生)で実行委員

て神楽坂での2次会ともに大盛況であったことは、とても喜ばしく感じ

会を作り、記念品の準備や歴代の成績情報や名簿のとりまとめ整理と

ています。一方、準備の過程で一番苦労したのは、連絡先の分からない

連絡先不明者の探索を行いました。懐かしの投稿や写真提供を受けて

OB又は連絡がつかないOBが半数以上いたことです。

祝賀会の様子も分かるＤＶＤで後日配布する方法をとることができま

この為、名簿の整理に式典準備以上の多大な時間を費やしました。

した。またこの中には工体連機関紙
「和」
のＰＤＦ化もおこない過去の歴

多くの方々に電話やメールでのご連 絡を入れて、連 絡 先不明の方を

史を現役にも伝えるための努力も行いました。

キャッチ出来るようになったことから、1年前のOB会名簿に比べて、住

祝賀会の会場には懐かしの写真や物品の掲示とスライドショーを行
い、工体連ＯＢ会長の松尾様やソフトテニス部の工体連委員長の村上

所や電話番号などをはじめとした50%以上の名簿情報を書き替えて、
少しでも正しいものに近づけることが出来ました。

君にも来賓挨拶をいただき、
ＯＢ会から現役に部の看板の新調も行い

部員数の減少から、部室が使えなくなったしまったことの影響は甚大

ました。皆さん現役時代を振り返り、昔話に花を咲かせ楽しいひと時を

で、部旗の喪失という事態を招いてしまったことは残念でなりません。

過ごすことができました。また、会おうと誓っておりました。この会に於

同時に昔の写真を全て回収しなければならなくなったことから、当時の

いて第２代ＯＢ会長石原様からの勇退と新会長として桑原敏昭の選出

写真をスキャンすることでかなりの数のデータ化を実現しました。

が行われました。

（文責 桑原 敏昭 79)

今回、記念誌制作・記念式典開催・記念品製作などの一連の準備に
は、実行委員会のメンバーの方々が中心となって準備を進めてくれまし

■ソフトテニス部ＯＢ会新会長

た。この場をお借りしてご尽力に感謝申し上げます。
（文責 溝呂木 敦 87)

このたび、ソフトテニス部ＯＢ会 会長の
任を受けました１９７９年建築学科卒業の
桑原敏昭です。前任の石原会長には記念
祝賀会を取り仕切っていただき誠にありが
とうございました。今後もＯＢが楽しく集
い、現役のサポートをしてＯＢ会を盛り上
げていきたいと思います。皆様今後共宜し
くお願い致します。
新OB会長
桑原 敏昭
（建79）

50周年実行委員会
実行委員長 溝呂木 敦

創部50周年記念式典
2015年

11月21日開催
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祝
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少林寺拳法部

空手部演武

工体連 創立50周年
平成27年12月5日

松尾ＯＢ会長
部

鏡割り

♦空手部
♦スキー部
♦剣道部
♦柔道部
♦水泳部
♦ワンゲル部
♦サッカー部
♦ソフトテニス部
♦陸上部
♦少林寺拳法部
♦バレー部

バレー部
校歌

田中総長

功労者一覧
功労者

近藤 征也
若木 素生
望月 久生
佐藤 光男
尾上
護
井戸 正敏
吉林 豊浩
高津 次朗
安井
創
山本
正
南澤
一

卒業年

62
90
72
77
55
65
86
82
97
71
95

尾川理工学部長
による乾杯

剣道部

サッカー部

空手部

法政大学工体連バレーボール部OB会
ＯＢ会会長
バレー部の
ＯＢ会理事
ますますの
活躍を祈る！
！監
督

曽根原一雄
古里 一文
山田
誉
南澤
一

法政大学工体連バレーボール部OB会

(78建)
(88経)
(91電)
(95電)
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