
理工学部長

　尾　川　浩　一

　私は、現在、脳の機能を
映像化する装置の開発を行
っています。この研究で
は、日本において急増して
いるアルツハイマー型認知
症や脳血管性認知症を診断
し、進行を遅らせたり、治
療に結びつけていくことが
その目的になります。
　人間の脳では、神経細胞
同士がシナプスと呼ばれる
突起部を介してつながって
おり、アセチルコリンやドー
パミンというような神経伝
達物質がそこから放出さ
れ、神経網が構築され記憶
が保持されているわけです
が、この放出が妨げられる
と神経細胞同士が孤立し、
記憶が失われ認知症につな
がるというわけです。
　この他にも、脳から放出

される物質の中にはβエン
ドルフィンと呼ばれるもの
があります。この物質は免
疫力を向上させたり、痛み
を和らげたりすることで有
名で、別名脳内麻薬とも言
われ、モルヒネの6倍以上の
鎮痛作用があるとも言われ
ています。
　このβエンドルフィンは、
同時に脳を活性化させ、精
神的ストレスを解消させる
ものなのですが、これはス
ポーツを行うことで多く分
泌します。この生産メカニ
ズムは、運動をすることに
よって精神的なストレスが
脳内に発生し、この不快感
を最小化して苦痛から解放
するために、脳はβエンド
ルフィンを積極的に生み出
すというわけです。　例え

ば、ランニングの途中で辛
さが快感に変わり、頭がす
っきりし、やる気が出てく
るのもこの効果で、「ランナ
ーズ・ハイ」とも呼ばれてい
ます。
　このようにスポーツは私
達の日常生活において絶大
な効果をもたらし、スポー
ツを習慣化することは、健
康な体と精神を保つための
必要条件と考えています。
　私自身、週に2～3回、朝
5時に起きてジムに通う生活
を続けており、ストレッチ
をしてからランニングやバイ
ク、ウェイトトレーニングな
どの運動後に、固まった筋
肉を水泳でほぐすようなこ
とを続けています。この効
果は絶大で、いやなことは
忘れ、リフレッシュした気
分で新しい発想も生まれて
きます。
　このような意味で、大学
での勉強や研究においてス

ポーツは非常に重要であ
り、このスポーツを支援す
る工体連のような組織がま
すます発展していかねばな
りません。
　今年は、小金井の地に工
学部が移転してから50年の
節目を迎え、理工学系の4学
部が次のステージに踏み出す
年にもなりますが、スポーツ
の持つ良さを理解しながら次
の50年に向けて邁進してい
きたいと思っております。

スポーツと学問
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　日頃より工体連OB会の活
動に対し暖かい御支援・ご協
力を頂き感謝申し上げます。
　さて皆様御承知のように、
昨年から新たな校友会組織と
なり卒業時に一括して3万円
の終身会費を納入すること
で、卒業生全員が校友会正会
員となることになりました。
それに伴い、既卒業生も同様
に3万円を納入することで終
身(正)会員として登録される
ことに統一されました。各団

体で40名の正会員がいれば1
名の代表議員を選出する事が
出来、代表議員会議等で意見
を述べたり、役員を出したり
することができます。
　工体連OB会は現在、正会
員が15名しかいない為、代
表議員が出せない状況で、私
達の意見を大学や校友会の運
営に反映させる場がありませ
ん。先行して多くの正会員を
確保している団体もあり、工
体連OB会は正直、出遅れて

いる状況です。
　工体連OB会が学生や卒業
生の為の提言や運営等に参加
出来るよう、正会員登録への
御協力をお願いする次第で
す。終身会費の3万円は一括
で払うか、1万円×3ヶ年ま
たは3千円×10ヶ年の3通り
があります。
　本年度中に一括支払いして
頂いた会員の所属団体には2
割(6千円)の活動費が還元さ
れ、工体連OB会としては各

OB会にはその半額を活動費
として還元することにしてお
ります。
　入会用紙を各OB会に10部
ずつですがお送りしました。
工体連OB会員が一人でも多
く正会員に登録頂けますよ
う、お願い申し上げます。
　入会の際には申込書の主た
る所属団体名欄に｢工体連
OB会｣と必ず記入をお願い
します。申込詳細については
各OB会の理事にお聞きにな
るか、交友会のホームページ
をご確認下さい。御協力の
程、どうぞよろしくお願い申
し上げます。
（工体連OB会会長 松尾秀文）

法政大学経営者懇談会
一般財団法人
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理事長   金子　正之

絆の大切さを実感する今、校友の交流を通して

誠実な同窓の絆を未来へつなごう！

〈ＯＢ会の皆様へ〉

  法政大学校友会終身(正)会員登録のお願い



会　長

東南アジア、中近東等の海外における地下工事全般
トンネル工事の設計施工、人材派遣

118 LORONG 23 GEYLANG #06-01 SCN BUILDING SINGAPORE 388402
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（ボクシング部  土木工学科  ’70）

　5月11日に東京都校友会
の江東支部が主管の「第一
回東京法政まつりIN江東」(
於江東区アンフェリシオン)
が開催され、松尾会長以下
で参加してきました。
　今後は各支部が持回りで
東京法政まつりを開催して
いくそうです。150人が参
加 し 、 田 中 優 子 総 長 が
「100万都市の江戸風景」
と題し、江戸の風景と社会
を分かり易く講演されまし
た。
　法政大学交響楽団有志に
よるミニコンサート、阿部
鞏会長、山崎孝明江東区
長、桑野秀光校友会会長の
ご挨拶、山中正竹特認教授
の乾杯の後は各テーブルで
楽しく歓談し、時間が経つ
に連れ、皆さんがあちらこ
ちらへと移動され、会場全
体が一つになって大いに盛

上がりました。
　奈月れいさん(‘11法卒)
の歌謡ショーではれいさん
自ら作詞のデビュー曲「母
の日に」の歌に会場が沸き
ました。
　締めはやはり応援団とチ
アリーダーによる演舞、校
歌斉唱です。いつ見ても、
歌っても気持ちが良いもん
です。東京都校友会の母校
への思いと一体感をとても
強く感じた法政まつりでし
た。
 東京在住の方々、東京都校
友会に是非ご参加下さい。
（文責 高津次朗 ソフトテニス ’82）

●東京都校友会 
　　｢第一回東京法政まつりIN江東｣参加報告
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小金井キャンパス開設50周年記念式典
日　時：2014年11月1日（土）午後1時30分より
場　所：小金井キャンパス西館マルチメディアホール　　

式典終了後 祝賀会の用意をしております (会費7000円）

詳細は50周年記念ホームページ
　http://koganei50.ws.hosei.ac.jp/をご覧下さい。
　10:00-12:00 研究室公開　（小金井キャンパス）
　13:30-14:00 記念式典 (西館マルチメディアホール）
　14:00-16:00 記念講演 (西館マルチメディアホール）
　　　「小金井キャンパスの過去、現在と将来」
　　　　　　尾川浩一　実行委員長 （理工学部長）
　　　「創造性トレーニング」　
　　　　　　渡辺嘉二郎　理工学部教授
　　　「アクティブラーニングと創造性教育」
　　　　　　小林尚登　デザイン工学部教授
　　　「情報科学の今昔」
　　　　　　花泉弘　情報科学部教授
　　　「生体にとって良い水とは何か」
　　　　　　大河内正一　生命科学部教授
　16:20-16:30 記念時計除幕式
　17:00-18:30 祝賀会　（東館食堂） 

第19回 法友会工体連OB会ゴルフ大会

スキー部が2連覇！10回目の優勝

◆団体成績　　  
　優　勝　ス キ ー 部　246（中澤80、北原81、山口85）　　 
　準優勝　空　手　部　248（生川82、米満83、岩下83）　 
　第３位　ボクシング部　269（桑折85、小出88、土居96）

TOTAL

◆個人成績　
　優　勝　　中澤　治重　スキー
　準優勝　　長嶋　克佳　応援団
　第３位　　古藤　正也　剣　道
　  BB　　   佐藤　光男　柔　道

 GRS 　　HDC     NET
  80　　 　8.4 71.6　
  85 　　 13.2 71.8
  96  24.0 72.0
122 36.0 86.0
　　 

　第19回工体連OB会親睦ゴ
ルフ大会“阿部鞏杯”が秋晴
れのもと、9.13（土）にレイク
相模カントリークラブにおい
て盛大に開催されました。
　団体戦はスキー部が2連覇
を達成し、10回目の優勝で
す。個人戦もスキー部の中
澤治重氏が優勝、ベスグロと
合わせて2冠となりました。
スキー部の皆さんは、帰り
に祝杯を上げに吉祥寺の街

に消えて行かれました。
　この大会は10組40名以上
の参加者を目標にしておりま
して、今回は「飲もう会」桑
折会長を始めとした会の方々
の多数参加と空手部の10
名、初参加者4名(下山氏
（空手部）、足立氏、武井氏
（剣道部）、高津氏（ソフト
テニス）)の参加で41名にな
りました。感謝。
　来年は、第20回目の記念

大会です。私は、その節目の
大会にふさわしく、初参加者
も10名以上そろえ、飲もう
会の先輩方が前日の前夜祭
に、あの「はま家」になんと

21人も集まった団塊パワー
のように、総勢50名以上の
大会にしようと、強く決意致
しました。
（文責 佐藤光男 柔道 ’77）

前夜祭： のもう会 IN はま家



次の５０年も、永遠に

生涯現役宣言！

工体連スキー部ＯＢ会

　2014年6月13日、小金井
キャンパス東館食堂におい
て、第19回工体連お祭り
（現役OB懇親会）が開催さ
れた。梅雨の合間の爽やかな
晴天の中、8団体77名の仲間
達が集まった。
　懇親会に先立ち行われたミ
ニ講演では、理工学部電気電
子工学科准教授伊藤一之先生
（柔道部部長）より、「ロボッ
トは知能を持てるのか？」の
テーマで講演をいただいた。
　最新の人工知能の研究では
知能は頭の外に存在し、学習

とは利用可能な環境の性質を
発明することであり、知能の
本質は環境の性質の中にある
という、大変興味深い内容で
あった。
　先端的な研究内容をわかり
やすく説明していただいたの
で、伊藤先生のお話にどんど
ん引き込まれていった。人間
の知能の特徴を確認する実験
の用意もいただいていました
が、時間の関係で実施するこ
とができず残念でした。今
後、機会がありましたら、実
験についてもぜひ、ご紹介い

ただきたいと思います。
　懇親会では、恒例の一発芸
大会が催され、大いに盛り上
がった。水泳部の一発芸、腕
相撲大会では、柔道部OB大
澤君が飛び入り参加。現役学
生との対決に健闘を見せる
も、卒業後10年のブランク
は大きく、惜しくも惨敗。来
年のリベンジに期待したい。
　最後は、参加者全員での校
歌斉唱で最高潮を迎える中、第
19回工体連お祭りは無事終
了。久々に再会する仲間達との
楽しいひと時を過ごした充実感
を持ちながら家路についた。
　工体連お祭りは来年の節目
の20回を迎えます。多くの

2014工体連お祭り報告2014工体連お祭り報告
団体に参加いただき、大いに
盛り上がりたいと思います。
ご協力お願いたします。
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　5月23日(金)、今年度も工
体連新歓が小金井キャンパス
の東館地下一階食堂にて催さ
れました。
　工体連各部に入部もしくは
入部を考えている新入生に対
して工体連の活動や雰囲気を
知ってもらうこと、今では数
少ない各団体同士での交流の
場として食堂での飲食を通し
て楽しんでもらうこと、が目
的です。
　今年の新歓は所属21団体に
対して8団体(空手部、スキー
部、水泳部、硬式庭球部、陸
上部、バスケットボール部、
少林寺拳法部、合気道部)の
参加といささか少ないです
が、166人というかなりの人
数に参加して頂けました。人
数が多いので盛り上がりも例
年以上でした。
　恒例となりました一平ソバ
早食い大会では、一平ソバの

大盛を各部の代表が誰よりも
早く「ご馳走様でした」と宣
言するために一生懸命食べて
いました。
　合気道部の和田さんの優勝
が決まった後も残った参加者
が全員食べ終わるまで周りの
人たちからの熱い声援が続き
とても盛り上がりました。
　また、恒例の工体連新歓工
体連新歓の腕相撲大会では、
各部から2人ずつとゲスト参
加の来賓席より2名、企画実
行委員会委員長小西悠貴さ
ん、小金井生活課鈴木聡大様
にご参加頂きました。
　昨年度優勝の水泳部代表内
野さんは、ダークホースの小
西さんに敗北し、第3位とい
う結果になりました。
　優勝は、水泳部の伊藤さん
でした。ベスト3に水泳部が2
人という圧倒的な総合結果で
した。工体連団体らしい、良

い力勝負でした。
　本年も工体連新歓を通じ
て、各部の交流が深まったと
感じております。参加して下さ

2014年度 工体連新歓を開催！

新歓の様子腕相撲大会

った団体及び学生生活課の皆
様に深くお礼申し上げます。
（文責：村上毅、嶋津悠輔）

クラブ名
空手部
スキー部 
剣道部
硬式野球部
柔道部
水泳部

ワンダーフォーゲル部
サッカー部
ボクシング部
ソフトテニス部
硬式庭球部
陸上競技部
ゴルフ部
卓球部

バスケットボール部
少林寺拳法部
バレーボール部
ラグビー部

アメリカンフットボール部
合気道部

アルティメット部
合   計

小金井キャンパス在籍者数

1年
7
5
12
9
3
17
7
19
1
16
12
16
8
9
14
6
11
4
14
3
27
220
1,120

2 年
1
5
2
10
1
6
0
9
1
6
8
10
2
8
2
9
6
5
4
0
28
123
910

3 年
2
6
6
17
5
3
13
6
0
10
2
10
2
8
4
3
6
4
5
2
8
122
889

4 年
6
4
8
17
7
9
3
10
0
8
5
5
7
7
5
4
5
3
5
8
10
136
1,055

合計
16
20
28
53
16
35
23
44
2
40
27
41
19
32
25
22
28
16
28
13
73
601
3,974

(2012 年度 )
(2011 年度 )
(2010 年度 )
(2009 年度 )
(2008 年度 )
(2007 年度 )
(2006 年度 )

88
138
91
110
93
114
92

136
124
133
110
103
118
106

120
130
96
93
112
99
97

344
392
320
313
308
331
295

※2013 年度、アルティメット部が工体連に新規加盟    小金井
在籍者
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　初代主将の山崎先輩が、
工体連とボクシング部を創
設されてから、はや50年に
なります。
　そこで、ボクシング部では
来年11月にボアソナードタ
ワーのスタッフクラブにて
50周年記念式典を企画して
おります。
　ところで自分は20期の
OBですが、昨年4月、唐突に
20期の同窓会を行いまし
た。
　よりボクシング部を盛り
上げようという趣旨の元、6
人中5人が集まり、飲み放題
ということもあり、非常に活
発な話しができました。
　自分達が部として行うア
マチュアボクシングは、その
性格上、危険性を伴うスポー

ツです。
　初級、中級、上級のような
区別はなく、あるのは体重に
よる階級だけですから、同
じ階級で2年目の選手と4年
目の選手が対戦することは
当然あり得ます。
　その場合、技量の差が大き
いと事故につながらないと
は言い切れないのです。（ア
マチュアでは、1年目は試合
には出場できない規則とな
っています）
　そこで、今年は練習もでき
る限りOBも参加するよう
に、声を掛け合っておりま
す。指導だけでなく、シャド
ーで汗を流すとボクシング
部のOBで良かったと実感し
ます。
　　  （文責 本多章郎  ’86）

2015年11月に50周年記念式典を行います
●ボクシング部　20期同期会開催報告！

　5/10（土）6:40羽田発の
スカイマークで米子へ。ス
チュワーデスの美脚を写真
に納め、皆さんに届けたかっ
たのですが、本機のスチュワ
ーデスさんはミニスカでは
ありませんでした。
　まずはレンタカーで鳥取
観光です。べた踏み坂(江島
大橋）、境港を見て、水木し
げるロードへ。午後は足立
美術館（日本一の庭園、横山
大観の作品）、安来節会館
（安来といえばどじょうす
くい、歩き方が難しいそうで
す）の見学。
　18:30からは、大山ロイヤ
ルホテルで、校友会鳥取支部
長の小林重喜米子市議会議
員を来賓にお迎えし、総勢
40名の大宴会の始まりで
す。地元の剣道部足立先輩
が幹事です。

　子供達が元気に飛び回り、
特に女性陣がお元気でし
た。2次会もカラオケで大い
に盛り上がり、みんな歌がう
まい。
　次の日は出雲大社へ、大き
なしめ縄は60年に一度（昨
年変えた）、伊勢神宮は20年
に一度、替えるんだそうで
す。
　日が射してきたと思った
ら足立先輩の奥様、娘さんは
さっと日傘をさしました。
鳥取は日差しが強くて雨が
多く、弁当忘れても傘忘れる
な、と言うそうです。
　飲もう会は45年は続いて
ます。若いお子さん達がや
る気になれば、100年続くか
もしれませんね。工体連OB
会もそうなってもらいたい
ですね。
（文責  佐藤光男 柔道 ’77）

●＜飲もう会 2014年 IN 鳥取（1966年入学同期
の工体連関係の先輩とご家族の集まりです）＞参加報告

出雲大社にて全員集合！！

久しぶりに会っても変わらぬ同期の5人です
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●新OB会長挨拶ボクシング部
　この度、工体連ボクシン
グ部OB会長を務めることに
なりました1983年度工学部
経営工学科 前田ゼミ（中小
企業論専攻）卒業の土居通
明でございます。工体連各
部の皆様、どうぞボクシン
グ部OB、部員一同よろしく
ご指導ご鞭撻の程お願い申
し上げます。
　我々ボクシング部は、
1965年創部、2015年に50
周年を迎える会員数212名の
伝統ある団体であります。
本来であれば、主将経験者
が会長をと考えますが、私
がボクシング部の下級生時
代、2年から工体連本部への
出向、2度の下級生生活を送
ったこと、工体連の委員長
（第18代）を体験したこ
と、青年会議所・ロータリ
ークラブを経験したことが
先輩の目にとまり、会長に

推薦された
と 考 え ま
す。
　今思えば
現 役 時 代
は、多くの
工体連各部
の先輩方々
から人間形
成をさせていただきまし
た。誠に感謝しております。
　今後は、その受けた御恩
以上に、さらにボクシング
部の伝統を重んじ、良いと
ころは残し、時代にそぐわ
ないところは改善し、素晴
らしい会になることに精進
していく所存であります。
　今後、我がボクシング部
が、60年、80年、100年と
継続し、繁栄することを
OB、現役一同力を合わせて
次の代へとバトンを渡して
行きたく思います。

ボクシング部OB会長

　土居　通明
         （経営工 ’84）


