
工 学 院 大 学

第３３回

体育会連合 OB 会活動報告会

   令和 3 年 6 月 30 日（木） 
（於）体育会連合 OB 会 HP に掲載 

第１部 体育会連合ＯＢ会

令和 3 年度活動報告及び令和 4 年度活動計画（HP 掲載） 
令和 3 年度収支報告及び令和 4 年度収支計画（HP 掲載） 

昨年度同様、令和 3年度/2021年度の報告会レジメは HPに掲載しました 

一昨年度より新型コロナウイルス感染の影響により、東京マラソン 2021/2022 ボランティア 

活動中止に続き、6 月開催の本報告会も通常の形での開催内容から、体育会との合同、講演会、 

懇親会を行わず、活動報告と計画。収支報告と計画のみを HP に掲載することにしました。 

議事録全文を掲載いたします 

１部体育会・体育会連合ＯＢ会共同開催

学校法人工学院大学  :http://www.kogakuin.ac.jp/ 
工学院大学校友会      :http://www.kogakuin.-koyukai.jp/ 
体育会連合ＯＢ会      :http://www.kogakuin-taiikukaiOB.jp/ 
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令和 3 年度（R3 年 4 月 1 日～R4 年 3 月 31 日）体育会連合 OB 会活動報告 
第 14 期体育会連合ＯＢ会幹事長：熊倉 強 

令和 4年 6月 30日 

2021年度第 14期 体育会連合 OB会活動報告会について 

令和 4年 3月 31日 

会 長 來住康弘 

幹事長 熊倉 強 

早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は OB会に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

早速ですが今年度の報告事項と表記の件です。 

第１４期３年目（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）は、前年同様新型コロナウイルス感染の影響で活動

が出来ず、役員会を開催することが出来ませんでしたが、今年度の活動報告は下記の通りとなります。 

① 第３３回体育会連合 OB会報告会は、令和４年６月３０日（予定）当会 HPに掲載した通りです。

最後のページにあります繰越金は\557,874円でした。 

② 令和３年３月 皆様の賛同を得て、卓球部ＯＢによる卓球台 3台購入の支援金に\50,000円寄付しました。

2019 年～2021 年はコロナ禍の中、さまざまな活動の延期･中止･自粛が相次ぎ何もできない状況に陥ってしま

いました。第 14 期では感染症下の活動指針を明確にして学生体育会への活動支援を計画してまいりましたが、

やはり十分な支援ができない状況となってしまいました。現役学生にとって 4年間の短い活動期間の中で体育会

活動が停滞したことが非常に残念な結果となったことではないでしょうか。 

〇令和 3 年度 第 14 期 活動総括（本紙）

〇令和 3 年度  第 14 期 体育会連合 OB 会役員名簿（2 ページ）

〇令和 3 年度 第 14 期 体育会連合 OB 会活動指針・行動計画（3 ページ）

〇令和 3 年度 第 14 期 活動報告（議事録）（4～13 ページ）

〇令和４年度 第 15 期 体育会連合 OB 会活動指針・行動計画. （14 ページ）

〇令和 3 年度収支報告及び令和 4 年度収支計画（15 ページ） 

以上報告事項です。 
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第 14期体育会連合 OB会役員名簿 2020/3/31 來住

役職 氏名 部名 学科 卒年 

会 長 来住 康弘 ボ ク シ ン グ 電気 1970 

副会長 白戸 淳 野 球 化工 1966 

副会長 丸山 洋征 空 手 道 建築 1968 

副会長 高長 秀光 ス キ ー 機械 1975 

副会長 白井 精滋 ボ ク シ ン グ 化工 1973 

幹事長 熊倉  強 サ ッ カ ー 電子 1978 

副幹事長 関谷 真一 ヨ ッ ト 建築 1979 

幹 事 奥山 俊次 ヨ ッ ト 建築 1967 

幹 事 南  弘 ヨ ッ ト 機械 1969 

幹 事 小野 征男 空 手 道 建築 1969 

幹 事 皆木 良夫 山 岳 建築 1970 

幹 事 卜部 隆 応 援 団 電気 1971 

幹 事 半澤 悟 ボ ク シ ン グ 電気 1972 

幹 事 小澤 和重 自 動 車 電気 1973 

幹 事 杉岡 信夫 卓 球 電気 1973 

幹 事 平田 洋一 空 手 道 建築 1974 

幹 事 唐鎌 貞郎 ス キ ー 機械 1975 

幹 事 佐藤 昌志 空 手 道 電気 1977 

幹 事 浅利 信博 ゴ ル フ 化工 1977 

幹 事 淵 敏美 空 手 道 電気 1977 

幹 事 西浦 佳秀 柔 道 建築 1978 

幹 事 菅野 育夫 剣 道 電気 1982 

幹 事 太田 弘 ア イ ス ホ ッ ケ ー 電気 1987 

幹 事 青柳 智博 バ ド ミ ン ト ン 建築 1990 

幹 事 宮地 政浩 ボ ク シ ン グ 電気 1996 

幹 事 竹村信太郎 陸 上 電子 1999 

幹 事 古川 和弥 弓 道 化工 2008 

幹 事 中田 竜平 弓 道 電子 2020 

幹 事 前田 浩晃 ボ ク シ ン グ 電子 2010 

会 計 根本 弘道 ボ ク シ ン グ 電気 1979 

会計監査 田中 嗣規 ヨ ッ ト 機械 1967 

会計監査 久禮 和彦 自 動 車 電気 1970 

顧 問 渡辺 静雄 空 手 道 電気 1964 
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令和 3 年度（R3 年 4 月 1 日～R4 年 3 月 31 日）体育会連合 OB 会活動指針・行動計画 
                    第 14 期（COVID19 による特例 3 年目）体育会連合 OB 会 
                                       幹事長 熊倉 強 

新型コロナウイルス感染下の活動指針 

「体育会連合 OB 会」が学内集会で、感染者を発生させては学園に迷惑を掛けます。 

この為「終息宣言」が出るまでは「体育会連合 OB会報告会」の学内での開催は行いません。 

レジメは HPに掲載いたします。 

幹部会議他の小集団会議は、参加者はワクチン２回接種済み且つ校友会事務局（＝学園）の 

承認を得る事とします。 

以上から下記支援が出来ませんが、問題点を挙げます 

 １ 学生体育会への活動支援 

（１） 各部の現状報告書、通称「カルテ」を PDCA で回すことで現状を把握し、活動環境（練習環境、施設、 

用具など）の改善、充実に取り組む体育会をバックアップする 

問題点：学生自身引継ぎが出来ないため、2年間作成していない    

    今の 3年生は、引継ぎ段階でオンライン授業となり、作成したことがない 

    2年生は通称「カルテ」の存在すら知らないと思う 

まして 1年生は 

つまり長引く COVID19 制限下のため、伝統が途切れております 

同様に各部の練習においても、準備体操、練習、整理体操一連の流れが途切れている 

下級生だけで統制がとれた練習が難しい状況です 

（２） ＯＢ会は出身部への応援、支援を行い充実した部活が行えるようにする 

問題点：学生とも自由に会えない 

（３） 学年毎にチーム編成が出来る部員確保を目標に、顧問と連携し新入部員の勧誘支援を行う 

問題点：この目標が途切れない様に、OBが伝え続ける 

（４） 部活で文武融合を実践して「文武両道なる人材」育成を支援する 

 ２ 体育会連合ＯＢ会の活性化及び校友会行事等への参加 

（１）  ＯＢ会結成化への支援――学生体育会 27部中 16部がＯＢ会を結成されているが、更なる活性化の 

支援と新規にＯＢ会が結成出来るよう働きかける 

（２）  ＯＢ相互のビジネスチャンスの模索――相互の人脈作りとネットワークの拡大。 

（３）  ホームページの充実 竹村信太郎氏（陸上競技部）の指導を受ける 

（４） 校友会主催「新春の集い」、学園主催「ホームカミングデー」等への参加。 

３ 第 15回 2021東京マラソン応援ボランティア活動の実施。               

   東京マラソンは 2021 年 10 月 17 日（日）の開催予定です                 以上 
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第 14期（特例 3年目）第１回体育会連合 OB会オンライン会議報告書 

開催日： 5月 29日 15：00～16：00 

出席者： 來住会長、関谷副幹事長、竹村幹事、熊倉 白井副会長は急遽欠席となりました。 

（丸山副会長、高長副会長、根本会計、久禮会計監査、田中会計監査は欠席でした。） 

報告内容： 

來住会長：第 32回体育会連合 OB会報告会（HP掲載）についての説明 

https://kogakuin-taiikukaiob.jp/topics/265/ 

昨年は新型コロナウイルス感染症下で経験したことのない状況でした。 

体育会連合 OB 会もまったく活動することができませんでした。 

今年も状況はかわりませんが、OB 会の活動が滞らによう会議等はオンライン（Zoom 等）の利用を前向きに

進めます。 

熊倉：副幹事長がいまだ人選できていません。 

   サッカー部ＯＢ会からも良い返事を頂けなかったので個人的にＯＢにお願いしています。 

   今しばらく猶予をいただきたい。 

関谷副幹事：学生の状況も知りたいので打ち合わせも実施したい。 

竹村幹事：ホームページについての説明（追加項目等） 

・各部のカルテを閲覧できるように検討しています。 

・部員および OB部員の管理ができるようなものを組み込む検討をしています。 

   まずは陸上部のものをベースにして進めます。 

・竹村さん以外のサポートする人材が必要ではないか。 

 →各部 HP 担当者が必要。その前段階で幹事をもっと増やす必要がある。 

  これには「大学アドレスの入手」を紹介、あるいは手続きを併せてやる事で田舎に帰った OB も参加でき

る。 

  少なくとも各部のアドレス録は整備される。 

・費用について 

 →当面竹村氏のご厚意に預かる。 

その他： 

・体育会連合 OB会のホームページが探しづらい 

・OBには生涯メールアドレスを勧めたい 

https://www.kogakuin.ac.jp/ict_support/lifelong_mail.html 

連絡事項： 

第 2回の Zoom 会議（幹事を含めた全体役員会）は 6月下旬を予定しています。 

日程は早め連絡したします。 

会 長 來住康弘 

幹事長 熊倉 強 

 

  

https://kogakuin-taiikukaiob.jp/topics/265/
https://www.kogakuin.ac.jp/ict_support/lifelong_mail.html
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第 14期（特例 3年目）第 2回体育会連合 OB会オンライン会議報告書 

日時：令和 3 年 6 月 27 日（日） 

時間：10:00～10:45 

場所：オンライン（Web 会議） 

出席者： 來住、白井、久禮、杉岡、根本、竹村、中田、関谷、熊倉 （敬称略）以上 9 名 

欠席（連絡有）： 白戸、古川、高長 （敬称略）以上 3 名 

会長挨拶：第 32 回の報告書にあるように、政府から「終息宣言」が出るまでは学校での集会は行いま 

せん。どうしてもという場合には校友会（大学）の承認を得てからになります。それまでは Zoom 会議 

になると思います。健康に気を付けて参加をお願いします。 

議題 

① 第 32 回体育会・体育会連合 OB 会合同報告会について（第 1 回と同様）

第 32 回の報告書について会長より説明 

1 ページ：新型コロナウイルス感染下の活動について 

冒頭での挨拶と同様の説明。 

2 ページ：名簿について 

個人情報を削除している。 

3 ページ：令和 2 年度の活動報告ついて 

 新型コロナウイルス対策 学生・生徒支援募金に体育会連合 OB 会から寄付を２度実施し 

た。（役員各位にはメールで了承済み） 

4 ページ：令和 3 年度の活動ついて 

 新宿祭り、八王子祭については実施が決定している。 

体育祭については昨年度と同様に映像の配信があるのか確認している。 

東京マラソンについて日程は決定しているが開催についてははっきりしていないが 

学生の健康が一番なのと、学校が校舎を開放するのか明確ではないこともあり、開催が 

決定すれば支援を検討する。 

5 ページ：令和 2 年度収支報告ついて 

 2 度の寄付を実施し残金は 608,754 円。 

今後も学生にとってはまだまだ大変だろうから支援できれば支援していきたい。 

今年度は体育祭をめどに支援したい。 

久禮幹事：各部の OB 会が現役の実態を把握して各部内で応援できるようにしてはどうか。 

 顔が見える範囲であれば学生との意思疎通（オープンにできなようなことも含め）も図れるのではと思う。 

会長 ：充実している OB 会もあれば名簿などない OB 会もあり様々である。 

 体育会連合 OB 会として各 OB 会支援の仕方を考える必要がある。 

久禮幹事：体育会連合 OB 会として声掛けや旗振りをすることにより組織だってない部も OB 会とし 

て形づくりができ、現役との交流も深まるようなきっかけになると思う。 

白井副会長：賛成です。どのように旗振りをするか役員で決めていけば良いと思う。 

 報告ですが、校友会に 1200 万円の寄付があった。６月より校友会の理事となり学園連携 

の部長をやることになったので情報が入っている。 

体育会連合 OB 会も寄付には充分寄与している。 

⇒久禮幹事の提案について今後役員会で検討する。

② 校友会関連（白井副会長）

校友会として 13 の学生プロジェクトを支援している。 

 内甲子園レベル 4 つ： 鳥人間（8/1TV 放映）、ロボコン、ソーラーカー、フォーミュラ 

第一回理事会が 6 月 18 日にあった。議事内容について聞きたいことがあれば個別に答える。 

理事会は対面とオンライでは半々、対面は 8 名程度（定員の半分）で実施している。 

③ 体育会とのメールについて（來住会長）

体育会の会長は布施君、前年度は松本君で松本君とは一度も具体的は話ができなかった。 

松本君から布施君にはうまく引き継がれたようだ。 

送受メールの概要： 
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1. 第 3 回 Zoom 会議の参加について 

⇒日程調整（熊倉）⇒7/24 で調整※ 

2. 東京マラソンボランティアについて 

開催有無にかかわらす準備をすすめたい。案内の看板を作成する。 

⇒古川君（弓道部 OB）、須藤さん（事務局）に確認する。 

校友会も応援する。（白井副会長） 

3. 2021 年度体育祭について 

⇒体育会を支援する。その Action-Plan を考えて行きましょう。（來住会長） 

竹村幹事：体育祭の内容？規模は？ 

⇒昨年度は新入部員勧誘の画像配信（各部）。（來住会長） 

⇒部の紹介画像の配信（YouTube）（杉岡幹事） 

⇒中田幹事より 体育会の活動 | 工学院大学 (kogakuin.ac.jp) 

役員から一言 

竹村幹事（陸）特にありません。 

久禮幹事 コロナが落ち着いてまともなことが考えられるまでは無理かなと思っている。 

杉岡幹事（卓）OB 会として活動はしていない。郵便などでは連絡している。書面による総会を 

実施した。 

 現役との接点は昨年 10 月帯同者として練習（八王子の体育会）に参加した。 

4 名の新人が入った。 

白井副会長 大学、校友会、連合 OB 会との繋ぎ役として活発な活動ができれば思っている。 

來住会長 次回 Zoom 会議に学生支援の樋川さんの参加を依頼している。 

 学園の状況をリアルタイムで聞きたい。 

熊倉 （サ）練習の画像等の情報は送ってもらっている。 

新入部員も入部しているようで総勢 30 名くらいだと思う。 

 試合も延期、延期でまだしていないようです。 

 現役部員の状況も聞いてみようと思う。 

中田幹事（弓）弓道部の OB です。歴史も浅く、OB も少ないですが、OB 活動も活発です。 

現役も関東ではベスト 8 に入る活躍をしている。 

関谷副幹事長 遅くなりました。今後ともよろしくお願いします。 

根本幹事 土日の会議にも参加する。個人的にワクチンも 2 回接種してホットしている。 

閉会 

來住会長 お疲れ様でした。次回もよろしくお願いします。 

※連絡事項：体育会―体育会連合 OB 会連絡会議（第 3 回体育会連合 OB 会連絡会議（Zoom 会議）は 7/17 

を予定していましたが、前期試験が 7/17 迄ということで 7/24 で調整中です。 

会 長 來住康弘 

幹事長 熊倉 強 

 

以上 
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第 14期（特例 3年目）第 3回体育会連合 OB会オンライン会議報告書 

令和 3年 8月 3日 

第 14期体育会連合 OB会 熊倉 
日時：令和 3年 7月 24日（土） 

時間：15:00～16:10 

場所：オンライン（Web会議） 

出席者： 体育会連合 OB会 來住、白井、根本、竹村、熊倉 

     体育会 布施、辺見、守屋、大江、島田 

         学生支援課 樋川、藤井           （敬称略）以上 12名 

はじめに 

・会長挨拶 

・学生支援課殿より 

・体育会役員自己紹介および体育会連合 OB会役員自己紹介 

⇒内容の詳細は省略 

議題（結果報告のみ） 

1. 東京マラソンボランティア活動の準備について 

体育会の現メンバーはボランティア活動に参加したことがないため 

・活動の目的や体制（校友会も含む）等のドキュメントを共有化する。 

校友会・後援会・体育会・連合 OB会合同のボランティア活動で一昨年度からは体育会が主体として

活動するようになった。大学の知名度アップや学生の成長にも繋げたいという意図を含む活動とな

っている。 

東京マラソン開催が決定したとしても新宿キャンパスの開放等※を受けての活動となるため 

・10月予定の学園祭、体育祭開催動向もふまえ 8月末～9月中に再度打ち合わせる。 

ただし、活動用注意書き（案内用ラミネートシート）は作成し準備しておく。 

※現時点では東京都の緊急事態宣言またはまん延防止発令の中イベントの開催については学長企画会

議（毎週月曜日実施）に諮らなければならない。 

2. カルテについて 

昨年度は実施していない。今年度は前期分の記入が終了している。（カルテは打ち合わせ後入手済） 

カルテの内容を OBと共有して今後の活動支援に繋げていく。 

3. 体育会の状況について（体育会部員数/全学生数 学年別、男女割合など） 

2021年度体育会学生数のエクセル表に基づき説明をいただく。（学生支援課樋川様） 

・硬式庭球部は夏より活動再開見込みであるが、アイスホッケー部、テコンドー部は廃部となった。 

・学生数約 4,000名とすると文化会＋体育会で約 1,000名（25％）それに学生プロジェクト＋ 

各委員会を含めると計約 2,000名と半数の学生が課外活動に参加していることになる。 

4.体育祭への体育会連合 OB会の支援について 

 ①緊急事態またはまん延防止発令の中での体育祭開催へ向けての近況について説明をいただく。（学生支

援課藤井様） 

 ・従来は 5～6月から学生側といっしょに計画するところであったがこの状況下のため 8～9月開始とず

れ込み間に合わない状況になってきている。 

 ・建築学部の個別イベントに学長から Noがかかったため、10月 11日（前日、前々日は学園祭） 

開催に向け来週の学長企画会議（毎週月曜日実施）に学園祭も含め伺いを立てる予定である。 

②連合 OBとしての支援についての目論見（來住会長） 

  体育会と連合 OB会の合同活動は毎年実施の 6月の合同報告会であるが、昨年に続き今年度も中止とな

った。2020年度に実施されたオンラインによる新歓、体育祭の画像配信（YouTubeで配信）のような

ものが今年もあればそれを元に全国の体育会 OBへ支援を（寄付）募りたい。 

  是非昨年同様の画像配信を作成して欲しい。 

 ③校友会からの支援について（白井副会長（校友会学園連携部長）） 

  校友会も課外活動について助成金の交付をしている。活動資金が不足しているようであれば 

体育会内でも周知し助成金の交付申請（10 万円/件）して欲しい。 

以上 
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第 14期（特例 3年目）第 4回体育会連合 OB会連絡会 報告書 

令和 3年 11月 28日 

第 14期体育会連合 OB会 熊倉 
日時：令和 3年 11 月 26日（金） 

時間：19:00～20:30 

場所：オンライン（Web会議） 

出席者： 体育会連合 OB会 來住、白井、久禮、竹村、関谷、熊倉  （敬称略）6名 

 

はじめに 

・会長挨拶 

⇒内容の詳細は省略 （副会長丸山先輩は本会議欠席連絡あり） 

議題（結果報告のみ） 

4. 報告事項 

・東京マラソンボランティア活動中止について 

10 月開催予定の東京マラソンボランティア活動はコロナ禍状況を判断し中止した。 

 ⇒東京マラソンもその後開催中止となった。 

   来年 3月開催の東京マラソンについては入試日程と重なり施設使用不可（学生支援課 

樋川さんより連絡有）となりボランティア活動は会長判断で中止とした。 

5. 体育会連合 OB 支部規則の改定（2019年 3月作成案＋α） 

規則 2019年 3月作成案を元に修正内容を確認した。 

① 主な修正内容 

・OB会を OB・OG 会とする 

・支部組織ではなくなったため支部を会とする（及び支部長は会長に修正等）。 

・第 9条（選任等）を修正 幹事および会長選任方法を明確化 

② 施行日は 2022/4/1とする。 

本年度中に上部組織（学園連携部）を通して校友会（理事会）の承認を得る。 

6. カルテについて 

・大学への要望.xlsx（カルテの抜粋）の作成意図について説明した。 

 ⇒部員 1桁の部の対応？ ←ヨット部の部員数は少ないが OBが手厚くサポートしている。 

武道系部活動の部員が減少している。 

部顧問にも人数が減少している状況を改善していただくような対策等を検討していただきたい 

が難しい状況である。 

・各部前期カルテについて 

⇒カルテの内容を OBと共有して今後の活動支援に繋げていく方向であったが、 

  本年度はコロナ禍の状況でカルテの活用ができていないため来年度に持ち越しとした。 

・今年度前後期分の記入が始まっている。後期分が揃ったら各幹事に配布する。 

・ここ数年の体育会の状況（体育会部員数/全学生数）をまとめ部員数増加に向けての目標を 

立てたい。 

・連合 OB会取り組みの１つである OB会のない部の OB会創立に向けて、現役および OBを含め 

 検討を進める。OB会のない部をピックアップして OB会についてヒヤリングする。 

4.学生への支援について 

 ①連合 OB としての支援について（來住会長） 
  体育祭が実開催され一昨年同様の画像配信（YouTubeで配信）があればそれを元に全国の体育会 OBへ

支援を（寄付）募る予定であったがオンラインでの開催となったため支援はなくなった。 

  校友会「学生・生徒支援募金」には２度寄付している（連合 OB会としてこれ以上の寄付は難しい状

況）。 

 ②校友会からの支援について（白井副会長（校友会学園連携部長）） 

  校友会も課外活動について助成金の交付をしている。活動資金が不足しているようであれば 

体育会内でも周知し助成金の交付申請（10 万円/件）して欲しい。 

  ⇒体育会に再度周知のため連絡する。 
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5.来年度役員について（來住会長調整）

-11月調整状況-

・丸山副会長→幹事として留任 

・白戸副会長→幹事として留任 

・高長副会長→幹事として留任 

・卓球部杉岡幹事 留任（松本氏の抜けた後を探しているが、卓球部そのものに関わる OBが 

いない状況） 

・柔道部西浦幹事 留任 

・剣道部菅野幹事 確認中 

-10月調整状況- 

・空手道佐藤幹事→副会長承諾 

空手道小野幹事 退任（平田洋一氏、渕敏美氏の動向及び補充について依頼） 

・ヨット南幹事 確認中（奥山氏、田中氏（会計監査）の３人の動向と、少なくとも同人数の 

確保を依頼） 

ヨット関谷幹事 副会長承諾  

・柔道西浦幹事 留任（後輩に打診するも仕事で忙しいとの理由で追加役員が難しい） 

・陸上竹村幹事 副幹事長承諾  

・白井副会長 留任 

來住会長 退任 

根本会計 退任 

ボクシング部半澤幹事 退任 

ボクシング部宮地幹事 留任 

ボクシング部前田幹事 留任 新任 小川達也氏 追加 2名を検討 

・サッカー部幹事 1名確保（ただし幹事長は難しい） 

★自動車部 OB 会は役員の若手起用を検討しており現在調整中 

6.その他 

・ホームページ「連合 OB会について」⇒「理事会ニュース」のところに議事録等の 

アップロードする所を作成する方法で検討している。（竹村幹事） 

・個人情報の取り扱いは校友会のホームページと同等（パスワード等）とする。 

会 長 來住康弘 

幹事長 熊倉 強 

以上 



 

-10- 
 

 

第 14期（特例 3年目）第 5回体育会連合 OB会連絡会 報告書 

令和 4年 3月 12日 

第 14期体育会連合 OB会 熊倉 
日時：令和 4年 2月 24日（木） 

時間：18:00～19:00 

場所：オンライン（Web会議） 

出席者： 体育会連合 OB会 來住、白井、丸山、佐藤、杉岡、根本、竹村、中田、熊倉、（関谷） 

体育会      布施、朝岡、大江、島田、笠原、藤嶋、溝口 

         学生支援課    樋川                                （敬称略）以上 17 名 

（高長副会長は本会議欠席連絡あり、久禮監査は出席連絡も都合つかず欠席） 

議題（報告のみ） 

7. 会長挨拶および連合 OB会活動総括（來住会長） 

・第 13 期、第 14期（コロナ禍により特例 3年目）会長職にあり第 14期（2019-2021年）はほぼ活動

できず、学生の部活動についても以前のように活動ができない状況であった。 

 第 14 期（特例 3年目）については 5回の Zoomによるオンライン会議により連合 OB（及び体育会）

との意見交換と第 15期への準備期間であったと考えている。 

 1-2 年は八王子、3-4年は新宿と物理的な距離があり普段の合同練習も厳しい中、コロナ禍による 2

年間の停滞は各部の存続や伝統、スキルの継承等影響を与えものであった。 

・第 15 期の目標は各部の活性化や再興を目指すものである。それには各部の OBの力が必要であり、

OB 会のない部では是非 OB会を立ち上げていただき学生を支援できる体制を整えたいと考えてい

る。 

・空手道部は当時（來住会長学生時）100 名位の人数がいて活動も活発で良い成績も残していた。 

 空手道部の OBが連合 OB会の立ち上げに尽力され会長職に 2名輩出している。 

ところが現在は大学院生が 1名であり存続自体が厳しい状況にある。OB会があってもこのような状

況ではあるが、ないとしたらもっと以前に廃部になっていた可能性もあった。 

空手道部を含め武道の部活動は人数が減少傾向にあり継続、存続が厳しい状況にある。 

各部の OB会および連合 OB会で継続して支援をしていく。 

    ・OB会のない陸上競技部では前後の年代での繋がりはあるが、それ以上であると繋がりが途切れて 

しまうので今後 OB会立ち上げを検討するという話を聞いている。是非 OB会を立ち上げていただき 

たい。 

  ・第 15 期への引継ぎとして幹事の人選、名簿作成はほぼ終わっている。 

   これまで会長職を選出していない OB会からの選出、若手幹事の選出と会長としてこれまで課題で 

あった役員選出について達成できたと考えている。 

これから問題になると思われる廃部（空手道部も含め）について、学生支援課にも協力して 

いただき廃部にならないよう OB会、連合 OB会としても支援をしていく。 

 

8. 体育会活動報告（布施会長、島田広報長） 

[活動概要] 

・4月新入生の歓迎会は実施できたが、従来の体育祭につては実施できなかった。 

・JORUN_2022（校正中）について内容の説明があった。現在最終段階である。 

 2020 年度以前の内容にほぼ戻っている。 

 挨拶文、座談会、特集ページ、部活 25団体の紹介、各部活の対戦成績、備品一覧等 

 JORUN_2022（校正中）版を熊倉まで送信する。 

 OB（会）へのインタビューができなかったので次年度は復活させたい。 

[総括] 

・学生活動をサポートし、体育会活動の活性化を図ることを目的に活動してきた。他委員会、各団体

と連携して活動を広め、コロナ禍の中活動できない団体（自動車部、山岳部等）についても活動継続

を発信してきた。 

体育会として活動ができたと考えている。 
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[今後] 

・試合着（ユニフォーム）の統一 

現在サッカー、野球、バスケットボールの 3部（アイスホッケー部は廃部）のみで今後はできる 

部活から採用する方向である。 

  ・SNS（YouTube,Twittwer）活用（部活動や報告）を強化する。 

  ・JORUNは従来レベルまで作成ができた。 

  ・東京マラソンのボランティア活動が 2年間未実施のため引継ぎが不安材料である。 

OB 会と連携してやっていきたい。 

JORUNの記事について（來住会長） 

  現在存続していない部（ローラースケート部、レスリング部、応援団、バーバル部、アイスホッケー

部、テコンドウー部、少林寺拳法部等）で活躍していた部も多々ある。現在はまだ、OBと繋がりがあ

り、当時の写真、記事が残っていると思うので紹介ページを作成していただきたい。 

⇒次期広報担当に伝える（布施会長）

本年度の体育会の成績は？（大学として誇れるトピックス的なもの）（白井副会長） 

⇒サッカー部が 3部→2部昇格？（3部優勝も昇格はなしと訂正）

他団体では大会ができていないところもある。

YouTubeで各部が紹介されているので参照してほしい。

「工学院大学体育会」で検索ができる。（布施会長）

https://www.youtube.com/channel/UCIdfNg20zOgG6w7htxTY2WQ

来年度は大学のホームページに体育会の記事が掲載できるよう学生支援課にお願いする予定であ

る。（島田広報長）

YouTubeでのチャンネル登録をお願いします。（布施会長）

3．OB会発足について 

3.1ボクシング部 白井副会長 

・OB 会は約 45年前の創立で現在は宮地会長、前田監督の体制である。 

・コロナ禍以前は毎週土曜日八王子で合同練習会を開催していた（現在は活動休止中）。 

・長年顧問であった岡田先生が 3月退職ということで大勢での会は開催できないので、OB会中心と 

 して記念品の贈呈を検討している。OB会があるからできることである（OB 会のメリット）。 

3.2卓球部 杉岡幹事 

・15年前から会長職にある。幅広い年齢層（81-20 歳）で OB会（306名（連絡可能 160名））は構成 

されている。会費の徴収に苦労している。 

・活動報告を年 2回郵便で会員に送付している。また、都度電子メールを利用して会員に連合 OB会 

や校友会の情報を流している。 

・毎年 6月に合同報告会に合わせて総会を実施している。平成 30年は熱海（一泊）で総会を実施し 

た（22 名）。 

・名簿の作成、記念事業（創部 60周年記念を平成 30年 12月エステック情報ビルで実施 OB29名、

現役 24 名、顧問 計 54名の出席 および 60周年記念のあゆみ作成）、Quoカードの作成 

・春秋関東学生リーグ戦の応援、春秋合宿への参加、現役との交流試合を実施している。 

・卓球台 3台の寄贈（平成 28年）をした（八王子キャンパス）。 

3.3弓道部 中田幹事 

OB 会は 2020年～新しく発足した。 

パワーポイントの資料から説明があった。 

現役生との関り方（組織） 

├会長、副会長 

├世話人会 

├指導部 

└般会員 

OB会のメリット（現役生視点） 

・就職相談ができる 

https://www.youtube.com/channel/UCIdfNg20zOgG6w7htxTY2WQ


-12- 

・部活の歴史にふれ、帰属意識が高まる 

・練習計画に客観的な助言を含めることができる 

・仔細な経費等の援助が生まれる 

・自分たちを応援している人を顕在化させることができる 

・アカデミックな活動を行える可能性が増える 

OB 会のメリット（OB視点） 

・就職助言・募集ができる 

・部活の意思を引き継ぐことができる 

・現役生を応援する気持ちを明確な形として提供できる 

・社会人同士の交流を活性化させることできる 

・活動を通して現役生との交流を図ることができる 

・指導部が現役生といっしょに目標設定、計画をする。 

・大会結果の振り返りを実施、指導部からの意見や現役生からの意見を相互にかわす。 

・全大学的中率ランキングを作成する。 

〇就職の件について（卓球部 杉岡幹事） 

卓球部 OBが経営している会社が毎年学生を採用しており就職の案内があり学生に情報も流して 

いる。就職支援課の鎌田卓球部顧問、OB会が連携して就職活動のサポートをしている。 

〇指導部の考え方について（サッカー部 熊倉） 

卒業生に 5年間位コーチを引き受けてもらい、その後は監督して残ってもらうような方式を 

検討中である。OBが繋ぐことにより部活動における教職員への負担の軽減にもなると思って 

いる。 

従来であれば OB会の無い部に対面にて説明しなければならないのであるが、この状況下なので 

この会議の内容を編集して紹介して欲しい。（熊倉） 

4. 学生支援課からのご意見等（学生支援課 樋川様）

・弓道部のように組織だってできるようなれば OBの横の繋がりや現役との繋がりが、OB 会があること

によりそのきっかけにもなる。OB会の発足についても学生支援課もサポートしていきたい。 

・現役生の活動がこのコロナ禍で 2年間滞る部が多い中、現役生の活動への意欲、意識が部活動の存続

には大切であると思っている。体育会として元気のない部を盛り上げて行って欲しい。 

学生支援課も協力してやっていけたらと思っている。 

5.閉会挨拶 樋川様 

・中田さん（弓道部）がクラウドファンディング関連の会社に勤務ということなので、クラウドファン 

ディングの利用について、大学が窓口になって体育会・自治会配分の予算や大学・後援会配分の予算 

とかではなくもう少し大きなプロジェクトで利用できないか検討を進めている。 

・コロナ禍により体育会も含めプロジェクトの活動が停滞したり、縮小してしまったりしているが 

  2年経過してこの情勢を受け入れることにより、前向きな活動が増えてきているので、OB の方々にも 

活動を見ていっていただきたい。 

引き続きご支援をお願いしたい。 

お詫び 

出席された皆様から意見を伺うつもりでおりましたが、オンライ会議も不慣れため上手く進めることがで

きませんでした。「OB会発足について」はもう少し議論する場を設けるべきであったと思っています。 

来年度は対面での「OB会発足について」を議論したいと思います。 

新旧体育会役員の皆様よろしくお願いします。 

会 長 來住康弘 

幹事長 熊倉 強 

   以上 
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第 14期（特例 3年目）第 6回体育会連合 OB会連絡会 報告書 

令和 4年 3月 31日 

第 14期体育会連合 OB会 熊倉 
日時：令和 4年 3月 27日（木） 

時間：17:00～18:30 

場所：オンライン（Web会議） 

出席者： 体育会連合 OB会 來住、白井、佐藤、根本、竹村、熊倉  （敬称略）以上 6 名 

議題（報告のみ） 

9. 会長挨拶および連合 OB会活動総括

前回第 5回連絡会議にて連合 OB会活動総括をしているのでここでは省略する。

第 5回体育会連合 OB会連絡会報告書を参照願いたい。（來住会長）

10. 体育会連合 OB 支部規則の改定について

規則にリモート会議についての文言の追加が必要である。（來住会長）

⇒5章幹事会 14～20条の中に追加する。

3．卓球部 OB 会支援について 

前回第 5回の連絡会議にて卓球部杉岡幹事から OB会発足についての話の中で卓球台 3台寄贈の話が 

あった。数年前に台風でヨット部のヨットに被害がありヨット部 OB会より支援をしたということで 

連合 OB 会よりも支援をした。ヨット部 OB会、卓球部 OB会より連合 OB会には毎年寄付を頂いている。 

卓球部 OB会に 5万円を支援したい。第 14期連合 OB会はコロナ禍での支援として学園に 20万円寄付し 

ているが資金残高としては問題ない。今年度会計報告に含めたい。（來住会長） 

⇒全員一致で承認した。（欠席者は議長（会長）一任とした）

4. 来年度役員について

・来年度役員名簿について來住会長より説明があった。 

⇒名簿を添付（最終版ではありません）

ポイント 

・副会長を強化（5名、新 2名）、竹村幹事長には＋ホームページのサポート、新メンバー（サッカー部

2名 ボクシング部 1名 空手道部 2名） 

來住会長の顧問就任 

⇒全員一致で承認した。

陸上部から今後は＋幹事 1名を出していけそうである。（竹村幹事長） 

5.ホームページについて（竹村幹事） 

・OB・OG会のホームページでの表記確認 

・ID登録の説明 

・議事録の掲載方法 等 

6. 閉会挨拶 白井副会長

空手道部（現在 1名）やアイスホッケー部の廃部といった問題がある。 

コロナ禍により従来の入学式での部活動の勧誘もできない状況である。 

このような状況ではあるが連合 OB会として参加する仲間を増やし活性化を図りたい。 

会 長 來住康弘 

幹事長 熊倉 強 

以上 
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令和 4年度（R4年 4月 1日～R5年 3月 31日）体育会連合 OB会活動指針・行動計画 

  第 15期体育会連合 OB会 

  会長 熊倉 強 

新型コロナウイルス感染下の活動指針 

2019 年～2021 年は未曾有の災禍の中、さまざまな活動の延期･中止･自粛が相次ぎ何もできない状況に

陥ってしまいました。 

第 14 期では感染症下の活動指針を明確にして学生体育会への活動支援を計画してまいりましたが、や

はり十分な支援ができない状況となってしまいました。 

学園の行動指針はまだレベル２の状況にあり第 15期「体育会連合 OB会報告会」も昨年度同様に 

学内での開催は行なわないことにいたしました。 

レジメは HPに掲載いたします。 

幹部会議他の小集団会議は、基本は Zoom 等のオンライン会議とし対面の場合は校友会事務局（＝ 

学園）の承認を得る事とします。 

以上から下記支援が限定的となってしまいます。 

１．学生体育会への活動支援（前年度より継続） 

（１） 各部の現状報告書、通称「カルテ」を PDCA で回すことで現状を把握し、活動環境（練習環境、施設、 

用具など）の改善、充実に取り組む体育会をバックアップする。 

（２） ＯＢ会は出身部への応援、支援を行い充実した部活が行えるようにする。 

（３） 学年毎にチーム編成が出来る部員確保を目標に、顧問と連携し新入部員の勧誘支援を行う。 

（４） 部活で文武融合を実践して「文武両道なる人材」育成を支援する。 

２．体育会連合ＯＢ会の活性化及び校友会行事等への参加 

（１） ＯＢ会結成化への支援――学生体育会 27 部中 16 部がＯＢ会を結成されているが、更なる活性化の支

援と新規にＯＢ会が結成出来るよう働きかける。 

（２） ＯＢ相互のビジネスチャンスの模索――相互の人脈作りとネットワークの拡大を目指す。 

（３） ホームページの充実 竹村信太郎氏（陸上競技部）の指導を受ける。 

（４） 校友会主催「新春の集い」、学園主催「ホームカミングデー」等へ積極的に参加する。 

３．第 16回 2023東京マラソン応援ボランティア活動の実施。 

  東京マラソンは 2023年 3月 5日（日）の開催予定です  以上 
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