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会長就任にあたり
世界は、コロナ禍で生活・仕事

この組織を『不易流行』の精神で前向きに進めていきます。

の仕方が大きく変わってしまいま

工体連卒業の皆様が、特別養護老人ホームに通うのではなく、工体連

した。工体連 OB・OG の皆様にお

OB・OG 倶楽部（部を超えた同好会の集まり。例えばハイキング・麻雀

かれましては、この事象を前向き

同好会等）で楽しくわくわくする時間を過ごせるシステムを任期中に築

に捉え公私共にご活躍のことと思

き上げたいと思います。皆様の心よりの応援そしてこれより企画する催

われます。

し物への参加を心よりお待ちしております。
『楽しくなければ工体連

さて、この度工体連 OB・OG 会

OB・OG 会でない』

会長に就任致しました国学院久我
山高等学校出身、ボクシング部所
工体連 OB・OG 会

土居

通明

新会長

法政大学 100 周年入学
（ボクシング 84）

属、工体連第 18 代委員長を務め

初めての工体連 OB 会会長会を開催！（zoom 会議）

ました経営工学科卒の土居通明と

去る 3 月 26 日（土）17:00 ～ 18:00 に初めての工体連 OB 会長会

申します。現役委員長時代は、1年

を開催しました。終了後には有志でネット懇親会も行いました。コロナ

任期の中で①副会長賞を会長賞

禍による①現役部員の減少②練習場の確保③ OB 会がリアルで開催で

に。②女子部会の設置。③麻雀大

きない、等々の諸問題を各部の OB 会長が一人で抱えるのではなく、各

会を学事課に交渉して、柔手部部室（当時部室の他にあった柔道部空手

OB 会長はある意味、異業種で色々な知恵を持った方々の集まりですか

部のプレハブ部室のこと）にて開催。④明治大学体育同好会連合会生田

ら、横の繋がりを作り意見交換して共に乗り越えていこうではないか、

支部との交流。⑤ソフトボール大会をサッカー大会に変更。⑥本部員の

ということが目的の集まりでありました。今回は情報交換が主でしたが、

名前入りの腕章・幹部バッチの作成。⑦応援団他の合宿視察。⑧体育会・

各 OB 会の活動状況や課題が共有できたのは大変有意義だったのでは

二部体育会委員長との交流会。⑧中庭での各部デモンストレーション等

ないかと思います。次回は状況を見ながらですが、公園等での BBQ 大

を実行させていただきました。そして、この度卒業 38 年目にして工体

会の開催等、会長会を盛り上げていこう、と会を締めくくりました。

連 OB・OG 会会長になるとは、何かのご縁、宿命だと捉えています。
私が現在こうして社会で元気に活動できているのもこの当時18 クラ
ブ約 500 人の組織をまとめることから得られた経験・修行のお陰様で

【参加クラブ】
空手部、スキー部、剣道部、柔道部、ワンダーフォーゲル部、サッカー

あります。礼儀・節度・組織運営・リーダーシップ、他大学との交流他、

部、ボクシング部、ソフトテニス部、硬式庭球部、少林寺拳法部、現役か

人生の土台とすることができました。このことを天命と捉えております。

ら工体連委員長

また、両親のお蔭での学生生活、本来学問を優先するところ自分なりに
優先順位を決め本末転倒ではありますが、①工体連本部をまとめる、②
ボクシング部の練習にでる、③授業に出る行動をとりました。お陰様で、
4 年時後期試験は 26 科目の試験を受け何とか卒業に漕ぎつけました。
今でも夢にでることがあります。
さて、世の中には多くの優秀な大学はあるかもしれませんが、私の中
で法政大学は誇りをもって一番であります。 中島みゆきさんの歌の
『糸』
、縦の糸はあなたが各部における先輩後輩、横の糸が各部との交流
と考え、歴代委員長、歴代主将、歴代 OB 会長の方々によって作られた

工体連 OB 会会長会
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2021 年度 工体連会長賞・工体連 OB 会会長賞
法政大学 工体連会長賞

法政大学 工体連 OB 会会長賞

賞

所属

種別

氏名

賞

所属

種別

氏名

最優秀賞

空手部

個人

酒井 寛太

功労賞

ソフトテニス部

個人

引間 未裕

優秀賞

ソフトテニス部

団体

男子

功労賞

ソフトテニス部

個人

堀田 京花

優秀賞

ソフトテニス部

団体

女子

功労賞

アルティメット部

個人

谷口 日奈

優秀賞

ソフトテニス部

個人

昆 凌雅

奨励賞

ソフトテニス部

個人

磯野 夢佳

優秀賞

ソフトテニス部

個人

原 琉偉斗

奨励賞

ソフトテニス部

個人

和田 栞

優秀賞

ソフトテニス部

個人

河西 玲奈

奨励賞

ソフトテニス部

個人

大塚 彩美
齋藤 遥香

優秀賞

ソフトテニス部

個人

吉沼 さゆり

奨励賞

ソフトテニス部

個人

優秀賞

アルティメット部

個人

加藤 大雅

奨励賞

少林寺拳法部

個人

古口 沙羅

努力賞

ソフトテニス部

個人

川合 優美

奨励賞

少林寺拳法部

個人

池田 莉彩

努力賞

ソフトテニス部

個人

小粥 千優

奨励賞

アルティメット部

個人

山本 星華

特別賞

合気道部

個人

宮嵜 龍一

奨励賞

アルティメット部

個人

渥海 鈴菜

奨励賞

アルティメット部

個人

渡邊 美羽

校友会公式アプリ・法政オレンジＭＡＰ・校友会クラブオフのご紹介
校友会から新情報を提供します。
「すべての世代が繋がる校友会」
をスローガンに取組を開始、新たな校友会のサービスをスタートし
ました。とても役立つ情報が満載ですので、是非スマホで登録・利

❹ 電子会員証

校友会のアプリで会員番号を表示させてお使い頂けます。プラス

ティック製の会員証は引き続きご利用頂けます。

用してみて下さい（PC からは使えません）
。

❶ 法政大学校友会公式アプリ

2022年度年間スケジュール

アプリへの登録は、右記の QR コードを読み取

りスタートしてみて下さい。学校情報（イベント、
お知らせ）
・卒業生紹介・デジタル会報・法政グッズ・
法政オレンジ MAP（詳細は以下❷）を利用出来ま

4/20（水）

す。是非ご登録をお願いします。

第1回理事会
現地とリモートのハイブリッド会議

6/1（水）

第 50 号会報発行

6/15（水）

第 2 回理事会（予定）

6 月下旬

工体連お祭り（予定、内容検討中）

8/24（水）

第 3 回理事会（予定）

10/15（土）

第 26 回親睦ゴルフ大会（阿部鞏杯）

10/19（水）

第 4 回理事会（予定）

❷ 法政オレンジＭＡＰ

右記 QR コードより校友会ホームページにアク

セス、お店の位置を地図上で検索、全国各地の
OB・OG のお店（飲食店・サービス）が一目で分
かります。随時掲載していますので関連のお店を

11/4（金）
〜 6（日）

登録する様に OB・OG の方にご案内下さい。皆で
盛り上げましょう。

10 月下旬

❸ 校友会クラブオフ（優待サービス、終身会員のみの特典）

2022 年よりスタートしたサービスで、全国 20 万以上の店舗で

優待（リロクラブのクラブオフ）が受けられます。今まで終身会員に
目に見える形のメリットがあまり感じられなかったと思いますが、
上手く活用できれば大変有益です。

第 28 回全国卒業生の集い
（栃木大会、宇都宮）
第 4 回駅伝大会、
工体連 OB の集い BBQ 大会（予定）

11,12 月

小金井祭（詳細未確認）

12/1（木）
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1/29（日）

オール法政 新年を祝う会

2/15（水）

第 5 回理事会（予定）

工体連サッカー部ＯＢ会
名誉会長

伊藤

昇

会

長

水島

利明

幹 事 長

吉林

豊浩

監

督

髙橋

孝志

TECH64（シニアチーム名）は小金井市民リーグで前期第３位でした！

新OB会員の若いパワー
2022.1 小金井上水
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竹重高志君を偲んで
2021 年 11 月某日工体連 OB 会前会長の竹重

彼との飲みながらの空手談義や人生談義をしてい

高志君がご逝去されました。ここに空手部同期と

たこと、私の実家の立て直しの設計をお願いした

いてくれてありがとうな。現役時代の活躍はもち

して謹んで哀悼の意を表します

際に母のわがままを笑いながら聞いてくれていた

ろん、卒業後も工体連空手部監督として、また工

こと…

体連 OB 会会長として活躍してくれてありがと

45 年…

故竹重高志君とのお付き合いの期間

です。彼がいなくなって初めてこの年数を数えま
した。いつでも電話をすれば話ができる。空手部、

ここにはいつも彼の笑顔がありました。

彼には笑顔が似合っていました。

本当に長きにわたって友達で

う。本当に感謝しかないよ。法政空手部の歴史の

彼と最後に会えたのは私の母の通夜の席に駆け

工体連、校友会などの行事があればいつも一緒に

つけてくれた時です。それから間もなく彼は体調

飲 ん で い た、そ ん な 親 友 が 今 は い な い と は …

を崩し始めましたがコロナ禍ということもあり見

「寂しい」の一言では言い表せない気持です。

お～い、竹重 !

舞いすることも叶わず、約 1 年間は 2 週間に 1 回

現役時代の彼との思い出は、練習帰りに二人で

程度の電話対談しかできませんでした。だんだん

瓶ビールをラッパ飲みしながら駅まで帰っていっ

声に力が無くなっていくなかで「頑張るしかない

たこと、足腰が立たなくなる厳しい練習を強いら

よなぁ」と言っていたのが耳に残っています。

中で君がいた時間はしっかり皆の記憶に残ってい
るよ。
涙とともに伝えるよ。
「どうぞ安らかにお眠り
下さい。」 合掌
文責 工体連空手部 OB 会水月
会長

金澤健二 80

れた合宿中に彼が山からとってき
たミカン ( らしき柑橘類 ) をみん
なでしゃぶりついたらとても酸っ
ぱく食べられたものではなかった
こと、彼の山口県の実家の田んぼ
がとても広くて驚いたこと、お母
様に出していただいた魚が新鮮で
とてもおいしかったこと…

な

ど。また社会に出てからは OB 会
の後に痛飲して彼の新宿の事務所
の作業机で寝かせてもらったこ
と、理工科系大会の前日には必ず

オール法政新年を祝う会 体育会空手部の大先輩達と
（左端が竹重さん、右端が筆者）

工体連 OB 会懇親会
空手部の後輩と

橘のおばちゃん（2019 年 5 月 29 日）
学生時代、正門の裏にあった喫茶店兼食堂の
『橘』を覚えていますでしょうか。私もたまに焼う

おじさんを看取り一人で暮らしているから行かな
いか、と誘われました。

どんを食べに行きました。お店には自由に書き込

数十年ぶりにお会いしたおばちゃんは、相変わ

めるノートがあり、先輩より勧められて入会した

らずの美しさで、高い声も可愛らしく昔のままで

のが、
『橘独身貧民の会』でした。3 年時の工体連

した。皺はさすがに増えていましたが（おばちゃ

本部警備本部部長時代、学祭 7 日間泊り込み警備

んごめんなさい）、13 時頃にご自宅に伺い、私の

の際に、各部からの警備部員に仕出しするお弁当

宝物なのよと保存してあった当時の写真やノート

約 350 食を温かいご飯でと我儘を通してお願い

を見せて貰い昔話をし、あっと言う間の 6 時間で

した記憶があります。毎日その温かいご飯のお弁

した。最後に夕飯食べていきんしゃいと料理をし

当を届けていただいたお陰様で、学祭 7 日間を乗

てくれたのが、懐かしい焼うどんでした。

りきることができました。卒業後、
『橘独身貧民の

帰り際に、何故かふと松尾芭蕉の『月日は百代

会』の集まりに誘われ奥多摩のバンガロー貸切り

の過客（はくたいのかかく）にして、行き交う年

大宴会で泊り語ったのが、おばちゃんと会った最

も又旅人なり』を思い出しました。おばちゃんど

後でした。

うもありがとう。元気にお過ごしください。しか

その後、大学前の道路拡張により昔あったお店
は撤去されました。おばちゃんどうしているのか

し、故竹重さんと、次いつ行こうかと話していた
おばちゃとの再会は叶いませんでした。

なと大学に行く度に思い出し時を重ねました。そ

文責 土居通明 ボクシング 84

んなある日、故竹重さんより、おばちゃんは、今

橘のおばちゃんと竹重さん（真中）と筆者

空手部の益々の発展と活躍を応援します

法政大学工体連空手部OB会
会

長

幹 事 長

令和3年11月 全日本理工科系学生空手道選手権大会

団体組手：優勝

師

範

金澤健二（ 80 計測）
清水要介（ 81 機械）
市野彰俊（ 69 建築）

事務局長
監

督

谷岡 叶（ 87 土木）
石井泰地（ 13 経営学部）
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硬式庭球部、厳しい環境の中で頑張っている後輩達
本年度より、硬式庭球部 OB 会会長となりまし

いる話を聞くことができ、う

た、91 年卒の渡邉です。テニス部の OB 会は、今

れしく胸が熱くなる思いでし

まで 69 年卒、70 年卒、72 年卒の大先輩にお任

た。こ ん な 環 境 の 中 で も 頑

せしたままとなっておりましたが、本年より少し

張っている後輩たちのために

だけ (?) 若返りをいたしました。よろしくお願い

も少しでも力なれるように、

いたします。

我々 OB ができることは無い

さて、一昨年来のコロナ禍で各世代の OB の

かしっかりと話をききながら

方々や現役生との数少ない接点であった OB 会の

取り組んでいきたいと考えて

開催もできず、また、近い世代であっても一緒に

います。また、私も現役生から

テニスする機会も作れず、非常に厳しく残念な環

みれば親世代にあたるので、

境が続いています。当然、現役生がどのような苦

現役生にもっと近い OB も巻

労をしているのか、生の声を聞ける機会は中々あ

き込んだ OB 会となるように

りませんでしたが、先日 OB 会をＷＥＢで開催い

取り組んでいきたいと思いま

ただき、やっと話を聞くことができました。現役

す。取り留めのない内容とな

生の状況は想像以上に厳しく、緑町テニスコート

りましたが、今後は工体連 OB

が使用できず練習がままならず、公営テニスコー

会を盛り上げられるように積

トを予約して練習していることや、各大会が開催

極的に参加させていただきた

されないので、どこにモチベーションにもって練

いと思いますので、引き続き

習をしていくのかが難しいことなど、我々の現役

よろしくお願いいたします。

1987 年当時のメンバー
（上の写真左から 2 人目が田中先輩、3 人目が中畑先輩、右端が筆者）

時代では想像もできない苦しい状況でした。そん

最後になりますが、共に汗を流した田中規夫先

な中でも歴史ある硬式庭球部の存続を考え、新入

輩、中畑寛延先輩がまだ 50 代という若さで他界

部員を勧誘し何とか新入部員 3 名で活動をして

されました。コロナ禍のため葬儀への出席もまま

ならず、この場をお借りして心よりご冥福をお祈
りいたします。
文責 渡邉修弘 91

世界的な感染症の蔓延してる中でスポーツ活動を続けることの難しさ
先般工学部体育連合会の 50 周年が開催されま

り語り合ったことを思い

した。振り返ってみて工学部が麻布から東小金井

出します。現役の諸君た

に移転してから先輩諸氏と工体連を立ち上げまし

ちは自分たちのころは当

た。入学してから、部活動は当たり前にできるも

たり前だった学生生活が

のだと自ら思っていましたが自ら動いてスポーツ

十分に行えない現状に寂

環境を作らなければできないと思い知らされまし

し さ を 感 じ て い ま す。

た。設備はあるのに部活動ができない今の現役た

OB として応援できるこ

ちと少し違っていますが自ら行動を起こしてス

とは何かないかなと工体

ポーツ環境を作り上げることは一緒です。学生生

連 OB 会の理事会で語り

活を振り返ると部活の仲間たちと練習後や、試合

合っています。残念なが

の後に語り合うこと、クラスの仲間たちと飲んだ

らバスケットボール部
OB 会はここ 3 年間会合

東京都ジュニア育成事業のバスケットボール教室にて

を開けません。具体的な

後輩たちへの支援策も検討できていません！もど

わって小学生、中学生にプロ選手から指導をして

かしい気持ちではありますが、早くコロナが終息

いただきました。これは現在も続けています。小

して普通の日常を取り戻せたら、と願っていま

金井市におけるバスケットボールの普及活動とし

す。昭和 61 年に小金井市の総合体育館が設立さ

てこれからも続けていけたらありがたいと思って

れたのを機に小金井市バスケットボール連盟を立

います。後輩の諸君たちがこれからも自分たちの

ち上げて市民大会を年 2 回開催するようにしま

部活動をつづけて行けるように OB として応援し

した。小金井市においてバスケットボールの環境

ていけたら良いかなと思います。

を良くしていこうとの思いで頑張りました。ま
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た、近年は東京都のジュニア育成事業にもかか

右端が筆者

法政大学工学部バスケットボール部 OB 会
創部50余年過ぎました。創部50周年記念OB総会の時には懐かしい仲間に会えて学生時代を思い出しました。
現役たちは菅原監督のもとコロナに負けずに活動しています。
今後もOB会として現役たちを応援していこうと思います。
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