
　早いもので平成23年4月か
らあっという間に3年間が過
ぎてしまいました。工体連は
現役もOBもチームワークを
最も大切にする団体です。
　これまで諸先輩が築いてこ
られたこの良き伝統を大切
に、会の運営に当たって参り
ました。年間5回開催の理事
会の後の打ち上げがとても楽
しく、仕事で理事会に出席出
来なくても、二次会にだけ参
加するOBもいたりと本当に
楽しい3年間でした。
　毎年６月に開催される｢工
体連お祭り｣では、日頃あま
り目にする事が出来ない学生
の素顔とパフォーマンスに、
出席したOB達も自分の部だ
けでなく、他の部の状況も知
り得る貴重な機会となってお
ります。

　また、毎年9月の第二土曜
日に開催される「阿部鞏杯」
争奪各部OB会対抗ゴルフコ
ンペでは、毎年熱い戦いが繰
り広げられ、各部とも優勝に
向けてハイレベルな戦いを繰
り広げています。戦い終わっ
た打ち上げパーティーでは、
結果発表に一喜一憂し、優勝
チームへの祝福と次年の雪辱
を誓う話で大変な盛り上がり
となっています。
　一方で今後の課題として
は、どの卒業生団体でも同じ
でしょうが組織の若返りをど
う推進するかと云う事です。
固定したメンバーの結束は大
変堅く心強いのですが、今後
は若い人が入り易いような組
織にして行かなければなりま
せん。今回の改選にあたり、
任期の3年間のメインテーマ

と捉え、会の運営に当たって
行きたいと思っています。
　その為に今期は新たに２名
の次世代を背負う副会長を選
任しました。
　2期目となる今期は理事長･
副会長を先頭に、若いOBの
方々にも色々な場で活躍して
頂き、組織の活性化･若返り
を図るよう心掛けて運営に当
たりたいと思います。
　現在、工体連加入21部
中、OB会活動に参加してい
る部は15部です。
　硬式野球部･卓球部･合気道
部･アルティメット部･ラグビ
ー部･アメリカンフットボー
ル部の6部にはまだOB会が
無く、事ある毎に6部のOB
会設立を働き掛けて行きたい
と思います。
　小金井キャンパスはすっか
りモダンな校舎に生まれ変わ
り、昔と違い制約も多く、学
生の活動も色々と大変なよう

工体連OB会 会長再任にあたって工体連OB会 会長再任にあたって

です。我々OBは少しでも学
生が活動し易くなるよう尽力
して参りたいと思います。
　そして学生諸君には、工体
連での活動を通じ、困難に打ち
勝つ、明日の日本を背負うよう
な逞しい若者になって巣立っ
てほしいと願っております。
　今後ともなお一層の皆様の
ご支援を、心よりお願い申し
上げます。

創生科学科教授
元ボクシング部部長

　渡　邊　嘉二郎

　あるスポーツ科学に関する
シンポジュウムのパネラパネ
リストとして招待されたこと
がありました。テーマは「ス
ポーツと知識創造」であり、
スポーツにおける暗黙知を形
式知へ展開することを目的と
するものでした。
　暗黙知とは互いが言語を交
わさずに理解できる知であ
り、形式知は言語や科学的表
現で表現された知です。要は
スポーツに科学的なアプロー
チを導入する基礎について話
し合おうというものです。
　パネラーは一流メンバー
で、北京五輪4×100mリレー
銅メダリスト朝原宣治氏、元
全日本女子ソフトボール監督
宇津木妙子さん、元全日本女
子バレーボール監督柳本晶一
氏、FC東京バレーボールチー
ム普及コーチ内島誠氏、小

生、法政大学理工学部創生科
学科教授渡邊嘉二郎、司会は
早稲田大学スポーツ科学学術
院教授間野義之氏でした。
　シンポジュウムに先立ち、
司会者、パネラーで昼食を共
にしました。その席で、ただ
ならぬピリピリした空気を感
じました。その発生源は宇津
木妙子さんと柳本晶一氏であ
ったと記憶しています。
　その会話の端々に「スポー
ツに科学を入れたって」とか
「よそ者が何を言っている」
ということに近いことを「私
は頭が悪いので科学なんてわ
かりません」という言葉から
感じ取ったのでした。
　もちろんこれは感じであ
り、まさに暗黙知で形式的に
確認されたものではありませ
ん。その空気に、私は入って
はならない世界に入ってしま

ったと強く感じたのです。
　そして、私の発表の最初に
次のような発言をせざるを得
ませんでした。「私はスポー
ツパーソンではなく、いわば
科学技術者のようなものです
が、先ほど、宇津木さんと柳
本さんの話を聞いて、私自身
押しつぶされるような感覚を
受けました。」「それは、宇津
木さんと柳本さんが話された
ことは、スポーツは魂と言っ
ていると思ったからです。科
学者が眼鏡の奥で冷静にもの
を観るというだけでスポーツ
は語れるものではありませ
ん。」この発言の後に、空気
は一転して和やかになり、両
者ともシンポジュウムの趣旨
にあう話をしてもらうことが
できました。
　しかしそれ以降、土足で、
科学であれスポーツの世界に
は踏み込むべきではないこと
を肝に銘じてスポーツ科学の
研究を続けています。

　
スポーツはその活動を通じて
その人の魂を磨き上げるもの
なのです。フォームが合理的
でも、そのフォームに魂が入
っていなければ、練習や試合
を観戦しても感動しません。
稚拙でも全力プレーし、魂が
入っていれば、感動を覚える
のです。スポーツは一つの全
人教育なのでしょう。

スポーツ と 魂

工体連OB会会長

　松　尾　秀　文
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ワンダーフォーゲル部
　創立50周年記念  遠征報告会・祝賀会

　　　　・日時：平成26年10月12日（日）
　　　　・場所：法政大学小金井キャンパス

法政大学学友会工体連OB会報（２） 平成26年5月1日発行　　第34号

　数年前から各学部単位から
理系の学部全体での理系同窓
会に移行された思っていまし
たが、小金井校舎の改築を待
って、11月2日にいつものホ
ームカミングデイとは違い、
厳かな雰囲気で正式に、新た
な理系同窓会の絆と題して
「法政大学理系同窓会」の発
足記念式典が始まりました。
　式典では同窓会の活動に尽
力された先輩方の表彰、これ
までの同窓会の歩みなどが紹
介されました。その後の講演
会は式典と雰囲気が変わり、
創生科学科教授の横山泰子先
生による「ものづくり」と
「もののけ」を題目とした講
演でした。「付喪神絵巻」を
題材に、漢字の成り立ちの紹
介などをユーモアを交えた、
大変面白い講演でした。
　参加のOBは理系関係の仕
事に携わる方達が多いので新
鮮に感じた人も多いのではな
いでしょうか。私も普段は日
本語、漢字に対してあまり意
識していないのでとても新鮮
でした。理系らしい講演を期
待されていて、拍子抜けをし
た方もいるかもしれません
が、日本語がテーマだけあっ
て、誰でもが楽しめたかなと
感じています。
　祝賀会では、松尾会長の祝
辞や毎年恒例になっているマ

ンドリンの演奏、学科や工体
連等毎の各団体に分れてOB
の写真撮影、最後には校歌斉
唱が行われました。
　今回は箱根駅伝、全日本駅
伝(伊勢)に出場が決まってお
り、祝賀会に参加していた応
援団が終了後に夜行バスで応
援に向かうなどタイムリー話
題もあり、みんなで駅伝を応
援しようと機運がおおいに高
まりました。箱根駅伝や全日
本駅伝で母校が出ていると
TVを見ていても自然と応援し
てしまいますね。
　歓談時は松尾会長、OBの
諸先輩方、教授の皆さんとの
会話が弾みましたが、話題の
中心は今回初めて参加した若
手のOGです。工体連OB会の
参加者としては紅一点だった
こともあり、彼女の周りには
いつも人が絶えない状況でし
た。新たな参加者が刺激とな
り、OB会の活動としても活性
化していくと感じました。
　OBの皆さんに友達や先
輩、後輩にも声をかけてもら
って、もっと若手のOB・OG
が参加してくれることを期待
しています。来年も多くの参
加をお待ちしていますので、
OB･OGの皆さま、是非ご参
加下さい。

　　  （文責　佐野嘉之 86）

対 象

団 体

個 人

個 人

対 象 氏名・団体名

酒井　優志

　　　　主な推薦理由・成績

初段取得・オール法政メンバー（空手部）

特別賞

対 象

個 人

氏名・団体名

落合　　諒

　　　　主な推薦理由・成績
関東理工系学生対抗陸上競技大会
男子3000m障害　6位入賞

努力賞

団体名
アルティメット部
水泳部
ラグビー部

氏　　名
中島 千里
武井 　円
下田 奈美

学　　科
生命機能
生命機能
生命機能

団体名

陸上競技部

氏　　名
神崎 明花
山井加奈美

学　　科
生命機能
生命機能

2013年度工体連OB会会長賞
功労賞

団体名

アルティメット部

少林寺拳法部

水泳部

ソフトテニス部
卓球部

氏　　名
田中ひかる
櫻井 聡美
五十嵐理沙
倉持里佳子
河合 茉紀
利根川千枝
石川 愛理
伊藤 郁美
広田 梨奈
大林 利奈

学　　科
応用情報工
生命機能
環境応用化
生命機能
生命機能
生命機能
創生科
創生科
電気電子工
コンピュータ科

団体名

卓球部

バレーボール部

ラグビー部

陸上競技部

氏　　名
北岡身乃里
髙松由希菜
寺嶋 爽花
児玉 尚子
小川 恵美
岡部 結衣
吉﨑 千遥
半田友里夏
村松 芽衣
石黒 　萌

学　　科
コンピュータ科
生命機能
コンピュータ科
環境応用化
創生科
生命機能
生命機能
生命機能
生命機能
電気電子工

奨励賞

2013年度工体連会長賞
最優秀賞

個 人

対 象 氏名・団体名

榎本　祐大

竹内　泰人

藤村　峻也
竹田　光佑
市田　叶美
山井加奈美
羽田　桃子
仙波　千帆

　　　　主な推薦理由・成績
全日本理工科系大学空手道選手権大会
個人組手　第3位

少林寺拳法関東学生大会・全日本学生大会出場
国民体育大会「デモンストレーションと
してのスポーツ行事・少林寺拳法」
一般男子初段の部　第3位
関東理工系科大学ソフトテニスリーグ戦
（春季）個人戦トーナメント　4位入賞

関東理工系学生対抗陸上競技大会
　女子 4×100mリレー　第2位
（仙波千帆は女子200m　第2位）

優秀賞

氏名・団体名

空手部

サッカー部

千葉　大輔

竹迫　翔平

森山　将平

　　　　主な推薦理由・成績
全日本理工科系大学空手道選手権大会
団体形優勝・団体組手準優勝

関東理工科系大学サッカーリーグ優勝

全日本理工系大学空手道選手権大会
個人組手　優勝
全日本理工系大学空手道選手権大会
個人形　優勝
関東大学クラブ対抗陸上競技大会
男子1500m　第1位

理系同窓会発足記念式典、ホームカミングデイ同時開催！
　 （平成25年11月2日（土）13時 小金井キャンパス）
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　70歳、やっと仕事を終え、
何をしようか考えた。自分のた
めに何をしたか、ふっと考え、
まだ体力が残っている。
　3月の寒い日の横浜から藤
沢までの20㎞を歩いてみた。
その後何回となく周辺を、少
しずつ距離を伸ばし歩いてみ
た、なんとなく楽しかった。
　そうだ、四国の歩き遍路を
しようと思った。インターネ
ットで歩き遍路を探し、調べ
だしたら、無性に行きたくな
り、後先を考えずに決行する
ことだけを考え、計画し、9
月に出発することにした。
　歩く速度を平均25㎞/日と
して、全行程1200km、2か
月と踏んで予定を立て、その
うち約半分を野宿と考えた。
そのような計画は、妻からは
絶対無理と言われ、あきれら
れていたが意地でも出かける
ことにした。
　9月3日出発、9月4日台風
18号で大雨、7番札所の十楽
寺まで行けた。しかし荷物は
しっかり雨を吸い込み、
30kg以上になっていた。何
とか民宿に助けられ、最初の
遍路ころがし（厳しい登りの
遍路道）である12番の焼山寺
を目指した。きつかった途中
の流水庵（山小屋）に一人で
泊まった。

　その後、最長40㎞歩き、何
とか徳島県を踏破し、難所の
70㎞の海岸通りをただ歩く工
程になった。きつかった、何
も考えず、途中では遍路小
屋、バス停で野宿をして室戸
岬の25番津照寺を終えたと
き、眩暈がして一歩も動けな
くなった。その時の気温は40
度近く、アスファルト道路は
50度以上で、熱中症になりか
けていました。すぐ近くのホ
テルで休み、その後の行程の
作戦変更をし、高知県はレン
タルカーで踏破した。その理
由は、高知県での工程は
400km以上で、たった16のお
寺で、しかも80km、70km、
60kmと大変離れていたから
だ。今の体力では、第一の目
的である88か所を結願するこ
とができないと考えた。
　その後、愛媛県では気温が
下がり、再度歩き始めた。そ
の後の作戦で、長距離間は電
車を利用しながら、何とか21
日間で徒歩500km以上歩き、
88か所を結願する目的を達成
できた。

　この期間、徳島の剣道部の
後輩の柴田君に道中の連絡
と、何かあった時の保証人に
なってもらったことは心強か
った。また何回となく道に迷
い、地元の人に助けられ、場
合によっては車に乗せていた
だき、多くの親切を受けた。
　この旅を通じて、歩き遍路
は9月にするものではない。
その暑さは半端でなく、実際
に全工程中歩き遍路をしてい
る人には10人程度しか会わな
かった。
　この短い旅の中でも多くの
エピソードがあった。初日に
雷雨の中で無謀にも歩いたこ
と、翌日は台風一過で吉野川
の潜水橋を開通後に最初に渡
り、写真の被写体になったこ
と、山小屋の流水庵で素っ裸
で水浴びをしたこと。星空の
きれいなこと、熱中症の怖さ
を体感したこと、いくら水を
飲んでもお小水になる前に汗
として排出され、体温が異常
に上がること、お遍路道が基
本的には麓からお寺までほぼ
直線的に登るため大変きつい
こと、9月は歩き遍路のシー
ズンオフで民宿も多く休業し
ていること、等である。
　不思議な体験をした。それ
は81番白峰寺で、予定した順
路から真反対に下山して
10km以上余分に歩いていた

時のこと、クラクションを鳴
らし運転手が手を合わせて通
り過ぎた、また交差点で信号
待ちをしていた女性がやはり
手を合わせていた、自分はた
だ熱いため無意識に歩いてい
ただけであった。
　この3週間の体験は、通常で
は体験できない事柄ばかりで
あった。このお遍路旅が今後、
自分の人生でどのような位置
付になるか分からないが、大
変貴重なもので、今振り返っ
ても心躍るものだった。
　今年は弘法大師様の生誕
1200年にあたり、たぶん四
国中にぎやかなものと思う。
なにも１回で結願しなくと
も、少しずつお遍路をするの
もよいと思う。
　今思うとお遍路の大変さを
知らないで実行したのが功を
得たのだと思う。皆様の中
で、お遍路することを迷って
いる方がいらしたらぜひ実行
してみてください。

活躍する工体連OB　⑮

古藤　正也（剣道部 土木 66）工剣会会長

歩き遍路を終えて

遍路さんの古藤さん

電車も利用しました

バス停で野宿

工体連OB会 平成26～28年度新役員工体連OB会 平成26～28年度新役員
顧　問

会　長
副会長
（ゴルフ）
（総  務）
（会  報）
理事長（事務局・財務補佐）

監　査

近藤　征也（’62空　手）
阿部　　鞏（’66柔　道）
菊池　貢一（’69剣　道）
市野　彰俊（’69空　手）
松尾　秀文（’76ワンゲル）
白田　隆雄（’71剣　道）　
佐藤　光男（’77柔　道）
中尾美佐男（’82スキー）
高津　次朗（’82ソフトテニス）

竹重　高志（’80空　手）
長島　克佳（’71応援団）　
小畑　修孝（’70陸　上）

常任理事
（校友会・全国大会）

（お祭り）
（お祭り）
（財　務）
（会　報）
（同窓会・ホームカミングデイ）

（同窓会・ホームカミングデイ）

土居　通明（’84ボクシング）
吉岡　　均（’87少林寺）
加藤　泰輔（’04柔　道）　
田巻　嘉彦（’94ゴルフ）　
細淵　祐二（’86サッカー）

望月　久生（’73剣　道）

佐野　嘉之（’86水　泳）

古里　一文（’88バレー）

法政大学工体連各部のますますの飛躍を祈る！！法政大学工体連各部のますますの飛躍を祈る！！
法政大学工体連ゴルフ部OB会

名誉会長 保坂　晃一 '69年卒業
会　　長 実川　　等 '77年卒業
副 会 長 遠藤　義浩 '81年卒業
副 会 長 山村　友弘 '84年卒業

主務・会計 中溝　栄一 '84年卒業
監　　督 井上　　玄 '94年卒業
工体連OB会理事 田巻　嘉彦 '94年卒業
工体連OB会理事 石川健太郎 '97年卒業



頑張れ！！
法政大学 工体連ソフトテニス部 
今年のOB会 (12/6 予定 ) は優勝おめでとうで乾杯しましょう

ソフトテニス部OB会 高津 次朗（1982 年  経工卒）
2013.12.6 難波先輩を囲んで

2013.12.7 ソフトテニス部OB会（緑町コート）

法政大学学友会工体連OB会報 平成26年5月1日発行　　第34号（４）

　工体連水泳部は2013年11
月23日に創部50周年懇親の
集いを開催いたしました。創
部は1964年ですから、数え
での50周年ということにな
ります。
　プールがない時期に創部
され部長先生、諸先輩には
苦労もあったかと思います。
その後プールができてから、
尾上先生はじめ、中野先生、
辻田先生の各先生に部長を
務めて頂き、現時点でのOB
･OGの総数は357名となり
ました。
　水泳初心者からオリンピ
ック代表候補まで、多くのス
イマーが育っていき、多くの
試合での優勝や連覇など輝
かしい成績を残して参りまし
た。理系でありながら女子
部員も多く、一生の伴侶を部
内で見つけた方は10組を超
え、兄弟、姉弟での入部もあ
りました。また、親子での入
部が2組あることは50年の
歴史のお陰かと思います。
　しかしながら、小金井校
舎建て替えに伴うプールの
廃止は部活動に大きな影響
を与え、現在は小金井市営
プールを中心に練習を行っ
ています。

　この様にして50年目を迎
えた水泳部ですが、当日は
OB･OG皆さんのお誘いの声
掛もあり、尾上先生、中野先
生、 田先生の各部長先生
や第1期、2期の創部当初の
OBやコーチの方々をはじ
め、各代のOB･OGと現役生
合わせて当初の予想を大幅
に上回る192名もの参加者
で、会場の品川プリンスホテ
ル宴会場は満員となりまし
た。
 何十年振りに会う懐かしい
顔も多く、また自慢のお酒の
持ち込みを行いましたので
皆さん話が尽きることなく、
会は時間を延長して全員の
登壇での紹介と最後に校歌
斉唱とエールを行い、締めと
なりました。今回は、複数の
ビデオカメラでの撮影を行
い、思い出としてDVDに編
集して参加者に配布するこ
とも行いました。
 この50周年の集いを機に、
水泳部、OB会が一層の活発
な活動を行い、次回60周年
に向け、OB･OGと現役生合
わせて盛り上げて行きたい
と思います。

（文責  川久保壽美 85）

●水泳部 50周年懇親の集い開催

　12／7(土)にOB会を小
金井の緑町コートで行いま
した。現役34名、OB29名
と多くが集まってくれまし
た。天気もよく、早速、現
役･OBの団体戦です。いつ
ものように大差を付けられ
ましたが現役勝利にはOB
として悔しさちょっとで嬉
しさ一杯です。
　夜は吉祥寺で大宴会、大
先輩の難波さんを迎え、大
いに盛り上がりました。残

念ながら理工系の優勝は逃
しましたが、今年こそは優
勝し、懇親会は「優勝おめ
でとう！」で乾杯する約束
となりました。
　現役、本当に実現お願い
します。約束ですよ。OB
会は毎年12月の第一土曜
日に開催します。多くの
OB･OGの参加をお待ちし
ています。現役に会いに来
て下さい。
　　（文責  高津次朗 82）

●2013年度ソフトテニス部OB会を開催

工体連OB会  26年度スケジュール
’14. 4.15（火）第1回理事会
’14. 6.14（土）第2回理事会、工体連『お祭り』（小金井キャンパス）
’14. 8.21（木）第3回理事会
’14. 9.13（土）親睦ゴルフ大会（予定）
’14.10. 9（木）第4回理事会
’14.11. 1（土）工体連OBの集い（ホームカミングデイ）
’14.11.21（金）～23（日）全国卒業生の集い 福井大会
’15. 1月　　　  オール法政新年を祝う会
’15. 2.19（木）第5回理事会

各部創立50周年情報各部創立50周年情報

柔　道　部 ’14. 9.27（土）13：00（ボアソナードタワー）
ワンダーフォーゲル部　’14.10.12（日）小金井キャンパス
  中国遠征報告会・祝賀会 
サッカー部 ’14.11.22（土）小金井グランド＋キャンパス
ボクシング部 ’15.11.21（土）開催決定
陸上競技部 ’16.秋　開催予定

工体連所属の各部も、創立して半世紀を迎えるところが増え
てきました。下記の部が記念式典を開催予定です。他にも式
典を計画している部がありましたら、OB会にご一報をお願
いします。


