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「法政大学校友会」終身会員所属変更及び新規加入のお願い

工体連 OB 会
会長 竹重高志
（空手 80）
平素より工体連 OB 会の活動に対し、ご支援・
ご協力を頂き感謝申し上げます。
さて、2013 年 7 月（H25）
「一般社団法人 法
政大学校友会」が発足されました。
新生校友会の改革がスタートし、かねてからの懸
案事項でありました終身会員制が導入されました。
これに伴い、既卒業生に対しても年会費を撤廃し、
終身会員費を納入した者を正会員とする制度に移
行しました。
「校友会」は卒業後も法政の一員であ
り続けることが実感できる組織であり、生涯にわ

たって母校との繋がりを意識できる「法政ネット
ワーク」です。世代を超え、利害を離れた人間関
係を構築出来る事、会報の受取りや図書館、談話
室等の大学施設の利用など様々な制度があります。
現在、パートナー組織として 72 の所属団体で構
成されており、各団体は終身会員 40 名に対し、
代表議員１名を選出することが出来ます。代表議
員は大学への要望を提言することが可能であるた
め、多数の選出は各団体の発展にも繋がります。
我が工体連も「工体連 OB 会」として所属しており、
50 名の終身会員が登録しています。そして代表議
員として土居通明氏（ボクシング部 ʻ84 卒）にご
活躍頂いています。工体連は大学の組織改革によ
り、以前のような影響力が乏しくなっているのが現
状です。更なる発展のためにも多数の代表議員の
選出が課題となっています。
新生校友会のスタートにより、学生は卒業と同
時に終身会員として校友会に自動的に加入するこ
とになりました。会費（３万円）は在学中に授業料
と共に徴収されます。
「年度同期会」として登録されますが、年度同期
会は５年間の期間限定の組織であり、卒業後５年
を経過した時点で解散になります。その後は本人

の自由意思によりパートナー組織のいずれかの団
体に所属変更できます。変更を選択しない人は「個
人会員」としてそのまま継続されます。本年度の
対象者は「2013 年度同期会」
（2014.3 卒）の皆
様です。既に所属変更の手続き書類がお手元に届
いていると思います。皆様が４年間スポーツ活動
を学んだ工体連の今後の発展のために「年度同期
会」から「工体連 OB 会」への所属変更をお願い
致します。尚、2015.3 卒以降の皆様につきまし
ては来年度以降、順次大学からのご案内が届くと
思いますので、併せて「工体連 OB 会」への所属
変更をご検討お願い致します。
また、2013.3 卒以前の OB・OG の皆様には新
規で終身会員（会費３万円）に加入して頂き、代
表議員の多数選出にご協力頂きたいと思います。
申込方法等、
詳細は「法政大学校友会」のホームペー
ジをご覧ください。会費の納入方法は４種類あり、
無理のない方法を選択して頂きたいと思います。
工体連 OB 会では工体連所属の学生達への活動
支援と組織の更なる発展を常に念頭に置いて活動を
続けております。皆様のご協力をよろしくお願い致
します。

工体連OB会ホームページ開設に当たって

昨年から試験的に工体連 OB 会のホームページを
開設し、まだまだですがどうにか格好が付いてきた所
です。
工体連 OB 会ホームページの開設・維持を担当す
る事になったきっかけは、私が工体連 OB 会長をして
いた時、当会の中興の祖とも言うべき阿部鞏元会長
から「松尾君が会長の間に、工体連 OB の情報交流
の場となるホームページを作ろう」と言う提案からで
した。
阿部元会長と一緒に小金井キャンパスの工学部長
（尾川先生）
・伊藤先生を訪ね相談に行ったのが始まり
でした。大学や同窓会のホームページとの連携や運
営の仕方など相談しましたが、立ち上げはともかく維
持管理・更新までは期待する事は出来ない事が分り、

OB 会独自にホーム
ページを開設する
事にしました。
ホームページは
一旦作っても更新に
手間が掛かり、誰が
それを担うのか決まらず時間が過ぎて行きました。
結局、阿部元会長とホームページの開設を約束し
た事も有り、工体連 OB 会長を退くタイミングで私
が担当する事になりました。
ホームページのコンセプトを決めるに当たり、工体
連各部並びに OB 会を繋げる役目のホームページと
する事に決めました。
構成的には工体連 OB 会の活動報告として、年五
回開催される理事会の議事録、トピックスとしてゴル
フ大会や昨年の小金井祭開催に合わせて復活した
OB・現役混合での各部対抗駅伝大会の模様などを掲
載し、また工体連 OB 会報は初版から最新号まで全
号を閲覧する事が出来るようにしました。
「工体連
OB 会」と検索すれば直ぐに工体連 OB 会のホーム

ページが出ますので、
多くの皆様にアクセス
して頂き、率直なご意
見など頂ければ嬉しく
思います。
工 体 連 各 部・ 各 部
OB 会のホームページ
にもリンクされており、
工体連 OB 会のホーム
ページへアクセスすれ
ば、容易に工体連加盟
工体連 OB 会
全 21 部のホームペー
顧問 松尾秀文
ジにアクセスする事が
（ワンダーフォーゲル 76）
できます。
各部学生のホームページはほとんどの部で作成済
みですが、OB 会の方はサッカー部・柔道部・空手部・
バレーボール部などまだ数部にとどまっている現状で、
今後の各部 OB 会の奮闘を期待しています。
近い将来、工体連 OB 会のホームページが会員相
互の交流の場となる事を願っています。

工剣会の発展と工体連剣道部の
活躍を応援します。

法政大学工剣会
流星光底
（勢いよく振り下ろした刀が一瞬輝くことを流れ星の輝きにたとえた言葉）
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会 長 妹尾 俊明（73 経）
副会長 小宮 隆 （74 土）
副会長 武井 雅通（77 土）

副会長 小野 孝廣（76 電）
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第23回 工体連OB会ゴルフコンペ阿部杯
空手部が9年ぶりの優勝！
猛暑も去り、なかなかのゴルフ日和となりました去る 9 月 8 日
（土）
、33 名 9 組にて盛大に開催されました。
★ 空手部が 9 年ぶりの団体優勝でスキー部の 6 連覇を阻止。
2 位にはスキー部を抑えて柔道部が入りました。
★ 個人戦は水泳部渡辺昌巳選手が 5 年ぶり 2 度目の優勝。
★ ベスグロは米満菊男選手が 2 年連続 3 回目の受賞（グロス
75 は過去タイ！）
。
★ 最年長のスキー部 山口昭博選手はグロス 87 と健在。柔道部
佐藤光男選手は 23 回連続出場の皆勤賞。
★ 今年は 4 名もの方に初出場いただきました。
（空手部 坂本洋選
手、木暮孝雄選手、柔道部 小野亮選手、水泳部 菅野康洋選手）

第 23 回 (2018 年）法政大学工体連ＯＢ会親睦ゴルフ大会 “ 阿部杯 ”

開催日：2018/9/8（土） 9:04 スタート 於：レイク相模カントリークラブ
団体戦の部
順位

団体

優勝

空手

米満 菊男

75

宮崎 方嗣

87

児玉 國彦

92

254

準優勝

柔道

久保 行弘

80

大竹 信

92

上園 幸政

98

270

3位

スキー

山口 昭博

87

大西 望

91

中澤 治重

93

271

水泳・少林寺 渡辺 英男

79

渡辺 昌巳

94

菅野 康洋

106

279

4位

第１スコア

第２スコア

第３スコア

合計スコア

5位

剣道

藤井 涼

92

武井 雅通

94

妹尾 俊明

95

281

6位

ボクシング

小林 邦久

92

小出 圭介

96

土居 通明

96

284

来年も 9 月 14 日（土）レイク相模 CC で予定しております、
今から日程確保、全国の名手を集めて準備をお願いいたします。
ゴルフ担当理事 山田啓二（スキー 85）

▲団体優勝空手部メンバー

▲全体集合写真

◆工体連 OB 会関連行事予定のお知らせ◆
小金井祭 ( １１／２( 金 ) 〜１１／４( 日 )) の期間に合わせ、
「 理工
学部・生命科学部創立 10 周年記念行事」が１１／３( 土 ) に開
催されます。ホームカミングデイ・工体連 OB の集いも同時開
催です。
開催日時：2018 年 11月３日 ( 土 )、１２：００受付開始 ( 西館 )、
記 念 式 典・記 念 講 演 13：30 〜 15：00、祝 賀 会
16：00 〜18：00
場
所：西館 B1 マルティメディアホール、祝賀会は東館生
協食堂
今年も復活した「工体連駅伝大会」が同日に開催されます。工
体連 OB も多数参加します。応援をよろしくお願い致します。
開催日時：２０１８年１１月３日 ( 土 )、１０：００受付開始 ( 小金
井公園東口付近 )、競技１０：３０〜１２：００、閉会
式１２：３０、懇親会１８：００
場
所：小金井公園、懇親会は「華屋与兵衛」東小金井店

法政大学工体連水泳部の活躍を応援します
法政大学工体連水泳部 OB 会（工泳会）
工泳会 会長 藤田善博（72 電）
小金井市梶野町 3-7-2
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硬式庭球部OB会を新たに発足します

初代OB会長
小山卓郎
（69機）

工体連 OB の皆様こんにちは。今年６

OB の名簿の整理や今後の活動について

ツなので、各自が試合に出ている成果を

月から硬式硬式部の OB 会長を務めさせ

数回にわたる打合せの上、新たに発足す

お互いに切磋琢磨して、現役のレベル向

て頂くことになりました小山卓郎と申し
ます。尚、OB 会 等 の 連 絡については、

ることになりました。OB 間の連絡がス
ムーズに行くよう、ホームページやフェー

上に役立てばと頑張っています。OB 同
士でも合宿をして、交流を図っています。
また、OB 会としてボール等の備品や、

理事長の上野博史が行いますのでよろし

スブックを利用し、OB に登録して頂き、

くお願い致します。現役を中心に動いて

OB 会の案内を全員に送れるようにし、現

合宿等の補助を行っていきたいと思いま

いた今までの OB 会は OB の数も 280

役全員にも登録をお願いして、今後の運

す。現在、大学を通して工体連硬式庭球

名を越え、50 周年（2018 年）を機会

営がしやすいようにしました。OB 会の活

部に募金が出来るようにしていて、それ

に日本全国に散在する OB の結束を深め

動としては年２回の OB 戦があり、OB 同

を現役の活動費に充てています。これか

るため、組織として動くよう規約を作り
士、現役との対抗戦を行っています。特
直し、今後 60 年、70 年と動けるように、 にテニスは年齢に関係なく出来るスポー

らも硬式庭球部 OB 会に対し、ご支援、
ご協力を宜しくお願い致します。

▶2018年
硬式庭球部
硬式庭球部50周年

▲

OB会

工体連新歓について
今年の工体連新歓では、大きな変更点として会内
平ソバの早食い大会を行いました。各団体に加え、
での飲酒を廃止しました。これは、近年多発してい
来賓から鈴木様と西野様も参加してくださいました。
る飲酒による事故の防止、また新歓ということで未
1 位バスケットボール部、2 位水泳部、3 位少林寺
成年の学生が多数参加する会であるという点から、 拳法部という結果となり、特に 1 位だったバスケッ
変更いたしました。さらに、昨年は各団体の活動実
トボール部の方は群を抜いて完食が早く、とても盛
績と活動報告の写真をスライドで流しましたが、授
り上がりました。次にこちらも毎年恒例となっている
業時間の変更に伴い、昨年より開始時間が 30 分遅
アームレスリング大会を行いました。各団体から一
くなりましたが、食堂の使用終了時間は変わらないと
名ずつ参加していただき、さらに来賓から石井様に
いうことで、時間が押してしまうということは避けな
参加していただきました。結果は、1 位硬式庭球部、
ければいけなかったため、廃止しました。
今年の参加人数は 100 人で、想定よりは多少少な
かったものの、昨年同様食堂の半分を埋めるほどで
あり、賑やかでした。

▼部の垣根を越えて歓談中

今年は学生生活課から、主任の河野良治様、鈴木
聡大様の二名、学務課から石井泰地様、西野俊平様
の二名にご出席頂きました。
乾杯して、しばらく歓談をした後、毎年恒例の一

2 位空手部、3 位学務課石井様となりました。決勝
は少し意外なものとなり、会場全体が一瞬唖然とな
りました。また、石井様も 3 位ということで大いに
盛り上げていただきました。
そして最後にエールと校歌斉唱を空手部の方に仕
切ってもらい、工体連所属団体が肩を組んで輪とな
り、本年度の工体連新歓の最後を飾りました。
（工体連委員長 鍛治匠 アメリカンフットボール）

今年度の各部の入部状況

3

新入部員数
4名

スキー部

15 名

剣道部

8名

硬式野球部

19 名

柔道部

他キャンパス

4名

1名

水泳部

6名

ワンダーフォーゲル部

10 名

サッカー部

25 名

ボクシング部

0名

ソフトテニス部

10 名

硬式庭球部

14 名

2名

陸上競技部

21 名

4名

ゴルフ部
卓球部

4名

バスケットボール部

14 名

少林寺拳法部

5名

バレーボール部

11 名

1名

ラグビー部

15 名

11 名

アメリカンフットボール部

7名

3名

合気道部

1名

アームレスリング▲

（80土）
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第23回 工体連祭り開催
ができたと感じております。その後の懇
親会では、毎年恒例となっている一発芸

た。本年度は初めての試みとして、小金
井消防署から講師をお招きし、AED の講

大会で盛り上がりながら、現役学生と楽
しい語らいの時間を過ごすことができま

習会を実施しました。講師の指導の下、

した。工体連お祭りを通じて現役学生と

現役学生と OB が AED の実習を行い、

OB の交流をさらに深めることができた

救命時の具体的な対処法を学ぶこができ

と思います。工体連お祭りの、活性化や

ました。今回の試みに対して、現役学生

さらなる発展のために、今後とも、皆様

と OB ともに内容に対する評価が高く、

の参加ご協力お願い致します。

大変有意義な、工体連お祭りにすること

（お祭り担当理事 加藤泰輔 柔道 04）

▲

6月9日
（土）小金井キャンパス東館食
堂において工体連お祭りが開催されまし

AED 講習

▲お祭りに参加の OB の方々

ソフトテニス部OBで公式戦参戦
2018 年 7 月 1 日に神奈川県内で開催された三浦
半島ソフトテニス選手権大会へ【チーム名：法政 OB
チーム】として団体戦に出場しました。
本大会はローカルな大会でしたが、出場チームは
神奈川県内でもトップクラスのチームをはじめ現役大
学生も参加する非常にレベルの高い大会となりまし
た。一方、我々メンバは、2007 年卒〜 2018 年卒
の各現役時代の大将を務めた７名で構成され、言わ
ば法政大 OB 最強レベルの布陣で大会に臨みました。
大会の結果は・・・入賞目前のところで力が及ばず
惨敗。あと一点取れば入賞できるところまで相手を

追い詰めた非常に悔しい試合となりましたが、同時に
まだまだ試合で通用するテニスが出来る実感を噛み
しめました。
（練習をすれば・・・の話）
近年、ソフトテニス部では定期的に大会等通じて
OB もしくは現役含めた交流が活発化しております。
昨年度実施した OB 会では、
「法政大 OB で連盟登録
の正式なチームを作る！」
「全日本社会人選手権で優
勝する！」という声も挙がっており、今後は現役に負
けないよう OB としても更なる躍進に向けて活動を
強化していきたいと考えております。
（泉 雅貴 ソフトテニス 09）

▲試合出場メンバー

飲もう会 in 下呂温泉
５月 11 日（金）〜 13 日（日）岐阜の山奥・下呂温泉「美輝の里」にて、工体連
OB の「飲もう会」が開催されました。今回幹事の市原紀芳さん（1969 年応援団副
団長）は、日頃の仕事も顧みず、日夜この開催準備に没頭したのであります。
第一日目の前夜祭は、地元太鼓軍団の演奏で、盛大に幕を開けました。二日目は、
ゴルフ組８名は早朝に宿を出発して行きました。残った者は、ゆったり温泉に浸かっ
た後、自然たっぷりの田舎道をのんびり散策、スケッチブックを手に写生に興ずる人
もいました。夜の本番宴会は、大阪からの出張公演の NHK にも出演したことがある
有名なチンドン屋さんの登場です。子供達は「初めて見る」と驚いていましたが、大
人も「初めてだ！」と言う人もいて、おひねり投げ込み多数となり、大変盛り上がり
ました。日本酒一升瓶が、ずらりと並び、
「これは半分飲めるかな？」の心配をよそに、
二次会部屋に持込み、ほとんど
無くなったのは驚きでした。三
日目最終日は、飛騨高山の「古
い町並み」を散策、
「陣屋前朝市」
で買い物をして、昼食は飛騨牛
を堪能して、高山駅で解散とな
りました。大人、子供、孫まで
40 名の参加頂きありがとうご
ざいました。来年は東京の高尾
近辺を予定しています。
（小畑修孝 陸上 70）

▲水彩画：日本の原風景 里山「美輝の里」
白田隆雄 画伯（剣道 71）
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