
開成学園排球部 OB会
会報

平成 11年 6月

1総務関係活動報告および活動予定

平成 10年 4月 第 16回 開成・麻布定期戦開催

総合優勝開成。4連覇で、通算成績 8勝 8敗のタイに。

5月 年度幹事会開催

6月 OB総会開催

10月 会報 名簿発行

平成 11年 4月 第 17回 開成 麻布定期戦開催

総合優勝開成。第 1回大会以来、初の勝ち越 し。初の 5連覇。

5月 年度幹事会開催

6月 OB総会開催

〔出席者(敬称略):カロ藤(31卒 )、 上田、安井(37卒 )、 芥川、玉田、山本(38卒 )、 宮崎(39卒 )、

佐藤(40卒 )、 小川、浜、山本(45卒 )、 失澤(48卒 )、 高塚149卒 )、 市村(50卒 )、 関(54卒 )、

増田(59卒 )、 横井(63卒 )、 今井(H6卒 )、 鈴木、川治(H8卒 )、 市原、宮、石川、牧野、岡田、

田沢、栗田(H9卒 )、 川原、金、海野(H10卒 )、 楓、山口、石岡、木村、大多賀、藤野(HH卒 )]

6月 会報発行

平成 12年  4月 第 18回 開成・麻布定期戦開催予定

5月 年度幹事会開催予定

6月 OB総会、前部 55周年・中村先生勤続 40周 年祝賀会開催予定

(多 くの方の参加をお待ちいたしております。)

7月 会報 。名簿発行予定
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2開成クラブ戦績 (報告 :OB■ム主将 金  英寛)

平成lo年度

春季大会 (4月 )男子 3部

VS道灌山A    2-1  0

VSリ バーサイ ド  2-1  0

(決勝)VS道灌山B    l-2  ×

3部準優勝 2部昇格

オープン大会 (7月 )

VS朝 日信用金庫  2-0  0
VS修輝会     0-2  ×

2回戦負け

秋季大会 (9月 )男子 2部

VSバ ッキンズ    1-2  ×

VS雄飛会     2-1  0

2部残留

区民大会 (11月 )

VS道灌山クラブB 2-1  0

VS荒川区役所   2-1  0
VS平和会A    O-2  ×

3回戦負け

平成 10年度の最終的ランキング  2部 4位

平成H年度

春季大会 (4月 )男子 2部 優勝 1部昇格

3開成高校戦績 (報告 :高校コーチ 官  利攻)

平成lo年度

6月 14日    インターハイ予選  0-2
二回戦  対 科技多摩

うえの代が引退してから初めての試合。テームを組んで日が浅いため、

ミスも多く惜敗。

8月 15日   五校リーグ

対 日比谷高校  2-0
対 小石川高校  0-2
対 上野高校   0-2
対 麻布高校   0-2

小石川、上野、麻布線では、1セ ットロ13点取るも惜敗。あつさで朦朧とする中、

接線をものにできず、体力不足を痛感。松尾 (レ フト)の調子がよく、結構決めて

いた。沢村は、バンツもシューズもびしょびしょで、全身汗まみれ。

-2-



ｒ
ヽヽ
、

8月     夏の私学大会

一回戦  対 昭和第一高校  2-0
二回戦  対 大東文化一高校 2-0
三回戦  対 東海大菅生高校 0-2

特筆すべきは、菅生相手に12点取れたことであろう。コートの中と外とが

一体となって盛り上がることができ、本当にいい試合であつた。

10月 4日  支部優勝大会

二回戦  対 豊多摩高校  2-0
三回戦  対 大東一高校  1-2

11月 8日  新人戦支部大会

一回戦  対 大泉高校  2-0
二回戦  対 竹台高校  2-0
三回戦  対 豊島高校  2-0

11月 15日  新人戦決勝 トーナメント

ー回戦  対 清瀬高校  2-0
二回戦  対 東工学園  0-2

清瀬に勝つ都大会ということで、皆気合が入っていた。一セットロ17-15と 競り勝ち、

2セ ットロは 15-5と 余裕だった。東亜とは3点、5点 だったが、もう少し善戦できた

と思う。

11月 22日  新人戦都大会 (リ ーグ戦)

対 東洋高校  0-2
対 砂川高校  1-2
対 日本学園  2-0

エースカ渇弓気で、厳しい試合だった。この日を持つて高二の一部が引退。

とても寒い日だつた。結局都ベス ト32。

1月 15日   春高予選

一回戦  対 明大中野高校 2-1
二回戦  対 高輪高校   0-2

高輪はとても強かった。あっという間に終わってしまった。

1月 17日   冬の私学大会

一回戦  対 大森工業高校 2-0
二回戦  対 日黒高校   2-0
三回戦  対 関東一高   0-2

高二の引退試合。レフト沢村は筋 トレの成果もあり、今までで最高のアタック

を打っていた。後輩の応援もしっかりしていて、いい試合であった。

平成H年度 (本年度より高校は25点 ラリーポイント制の3セ ツトマッチとなりました。)

4月 25日   関東大会予選

一回戦  対 早大学院 0-2
代替わりをして初めての試合。エース丸崎を中心にレシーブで粘ってつなぐチーム
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を目指した。しかし、試合前にエースとセッターが怪我で出場できず、苦杯をなめる

結果となった。苦しいスタート。

6月 13日   インターハイ予選一日目 (リ ーグ戦)

対 小平高校  2-0
対 日黒学院  2-0
対 小山台高校 2-1

久々のホームでの試合。開成の応援が盛 り上がった。今年から1回戦も3チームによ

るリーグ戦となり、試合数が多くなった。小山台戦では、 1セ ットめとられてからの

勝利ということで、みな大変喜んでいた。新チームでの、公式戦初勝利だ !

6月 20日  インターハイ予選二日日 (リ ーグ戦)

対 高輪高校   0-2
対 明大中野高校 1-2

またまた3チームによるリーグ戦だ。高輪は都でベス ト8のチームの割に弱く、20点

近 くとることができたが惜敗。明中戦では 1セ ットロとられ、2セ ットロはとり、3

セツトロが勝負となった。粘つたが、終盤ミスが続き、また審判のミスジャッジのせ

いもあり負けてしまった。しかし一学年上のチームを相手によくがんばったと思う。

4開成中学戦績 (報告 :中学コーチ 楓 淳一郎)

平成lo年度

春季大会

区大会     1回 戦 VS 四中    2-0
2回戦 VS 朝鮮中   2-0
決勝戦 VS 七中    2-0

プロック大会   中間試験と重なったため棄権。

先生方にお願いしたものの、やむなく棄権。中 3も 残念がっていました。

夏季大会

区大会     1回 戦 VS 道灌山中  2-0
2回戦 VS 九中    2-0
決勝戦 VS 七中    1-2

プロック大会  1回戦 VS 晴海中   2-0
2回戦 VS 御徒町中  0-2

都大会     1回 戦 VS 暁星中   0-2
念願の都大会には出られたが、 1回戦負けと悔 しい結果に。しかし、レギュラーが半分

やめた後の急造チームにしてはよくやった、というところです。

私学大会

1回戦  VS 暁星中  0-2
夏季大会で負けていたので、打倒暁星を目指して練習していたが、直前にセッターがケ

ガをしてしまい、接戦の末負けてしまいました。
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8月     夏の私学大会

一回戦  対 昭和第一高校  2-0
二回戦  対 大東文化一高校 2-0
三回戦  対 東海大菅生高校 0-2

特筆すべきは、菅生相手に12点取れたことであろう。コートの中と外とが

一体となって盛り上がることができ、本当にいい試合であった。

10月 4日   支部優勝大会

二回戦  対 豊多摩高校  2-0
三回戦  対 大東一高校  1-2

11月 8日  新人戦支部大会

一回戦  対 大泉高校  2-0
二回戦  対 竹台高校  2-0
三回戦  対 豊島高校  2-0

11月 15日  新人戦決勝 トーナメント

ー回戦  対 清瀬高校  2-0
二回戦  対 東亜学園  0-2

清瀬に勝つ都大会ということで、皆気合が入っていた。一セットロ17-15と 競り勝ち、

2セ ットロは 15-5と 余裕だった。東亜とは3点、5点だつたが、もう少し善戦できた

と思う。

11月 22日 新人戦都大会 (リ ーグ戦)

対 東洋高校  0-2
対 砂川高校  1-2
対 日本学園  2-0

ユースが弱気で、厳 しい試合だった。この日を持つて高二の一部が引退。

とても寒い日だつた。結局都ベス ト32。

1月 15日   春高予選

一回戦  対 明大中野高校 2-1
二回戦  対 高輪高校   0-2

高輪はとても強かった。あっという間に終わってしまった。

1月 17日   冬の私学大会

一回戦  対 大森工業高校 2-0
二回戦  対 日黒高校   2-0
三回戦  対 関東一高   0-2

高二の引退試合。レフト沢村は筋 トレの成果もあり、今までで最高のアタック

を打っていた。後輩の応援もしっかりしていて、いい試合であった。

平成11年度 (本年度より高校は25点ラリーポイント制の3セ ツトマッチとなりました。)

4月 25日   関東大会予選

一回戦  対 早大学院 0-2
代替わりをして初めての試合。エース丸崎を中心にレシープで粘ってつなぐチーム
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を目指 した。 しか し、試合前にエースとセッターが怪我で出場できず、昔杯をなめる

結果となった。苦 しいスター ト。

6月 13日   インターハイ予選一 日目 (リ ーグ戦)

対 小平高校  2-0

対 日黒学院  2-0

対 小山台高校 2-1

久々のホームでの試合。開成の応援が盛 り上がった。今年から 1回戦 も3チームによ

るリーグ戦となり、試合数が多 くなった。小山台戦では、 1セ ットめとられてからの

勝利 ということで、みな大変喜んでいた。新チームでの、公式戦初勝利だ !

6月 20日  インターハイ予選二 日目 (リ ーグ戦)

対 高輪高校   0-2

対 明大中野高校 1-2
またまた 3チ ームによるリーグ戦だ。高輪は都でベス ト8のチームの割に弱 く、20点

近 くとることができたが階敗。明中戦では 1セ ットロとられ、2セ ットロはとり、3

セットロが勝負 となった。粘ったが、終盤 ミスが続き、また審判のミスジャッジのせ

いもあり負けてしまった。 しかし一学年上のチームを相手によくがんばったと思 う。

4開成中学戦績 (報告 :中学コーチ 楓 淳一郎)

平成lo年度

春季大会

区大会     1回 戦 VS 四中    2-0
2回戦 VS 朝鮮中   2-0

決勝戦 VS 七中    2-0
プロック大会   中間試験 と重なったため棄権。

先生方にお願いしたものの、やむなく棄権。中3も 残念がっていました。

夏季大会

区大会     1回 戦 VS 道灌山中  2-0
2回戦 VS 九中    2-0
決勝戦 VS 七中    1-2

プロック大会  1回 戦 VS 晴海中   2-0
2回戦 VS 御徒町中  0-2

都大会     1回 戦 VS 暁星中   0-2
念願の都大会には出られたが、 1回戦負けと悔 しい結果に。 しかし、レギュラーが半分

やめた後の急造チームにしてはよくやった、というところです。

私学大会

1回戦  VS 暁星中  0-2
夏季大会で負けていたので、打倒暁星を目指 して練習 していたが、直前にセッターがケ

ガをしてしまい、接戦の末負けてしまいました。
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新人戦

区大会    1回 戦  シー ド

2回戦  VS 諏訪台中  1-2
プロック大会  1回 戦 VS 駒形中  0-2(駒 形中は全国大会優勝校)

敗者復活 1回戦 VS 日本橋中  2-1
敗者復活 2回戦 VS 浅草中   0-2

中 2が主体 となって臨んだ初めての大会でしたが、まだまだ力が足 りず、あとひとつ勝

てば都大会 というところで負けてしまいました。

一年生大会 (リ ーグ戦)

1試合目 VS 七中    0-2
2試合目 VS 尾久入幡中 2-0
3試合目 VS 九中    2-0

1年生の初めての大会で したが、 4チーム中の 2位 とまずまずの出だし。

六校 リーグ

1試合目 VS 芝中   2-0
2試合目 VS 学習院中 2-0
3試合目 VS 慶応中  2-0
4試合目 VS 暁星中  0-2

結果は準優勝で したが、石毛のスパイク賞 1位や、丹野のサーブ、プロック賞 2位、そ

して川原の優秀賞など数々の賞を取 りました。

平成H年度

春季大会 区大会優勝

5会員近況 (敬称は省略させていただきます。)

<開成・麻布定期戦案内の返信より>
・毎日忙 しさに追われ、あと2年は現役でと思っています。lo年来の腰痛に1酋 まされながら運動不足

を続けています。皆様によろしく、ご奮闘を祈 ります。(26年卒 近藤和夫)

57オ となり三井物産的を 3月 末で退社、三陽工業①へ役員として差 し入れられます。(29年卒 中

島利栄)

昨年母が死去 しフリーの身になりましたが、それなりに忙 しい毎日を過ごしています。グランドチ

ャイルドの来宅が楽しい時間を作つてくれます。(30年卒 宗近伸匡)

・定年後も勤務継続中。心身異常無 く、設計とか現場での若手指導などを楽しんでいます。麻布戦連

勝を願っています。(31年卒 田村鉄典志)

。ここのところずっとご無沙汰しておりますが、是非RFxを つくって出掛けたいと思っています。中村

先生によろしくお伝え下さい。(38年卒 玉田恒久)

・不景気をなんとか乗 り越えようとガンバッテます。店 (パ ブ クリフォード クラブ)のホームベー

ジもあります。h“,〃ww巧 Ona OrjP/～ clifford(39年 卒 沢井博之)

・太陽熱から太陽電池、風車や水車へと自然エネルギー利用の仕事は次第にひろがってきています。

バレーできたえた体で屋根の上でもがんばっています。(39年卒 宮崎直樹 )
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・昨年は家内葬儀にあたり、OB会 よりご厚志をいただきまことにありがとうございました。御礼申し

上げます。久し振 りに定期戦に参加 したいと思っています。当日が楽しみです。(44年卒 片野昭秀)

・先日開成同期ゴルフコンペに参加しました。8組 (約 30名 )で クラス対抗戦です。バレー部からは、

小川君、小山君、浜の 3名 です。(45年卒 浜 和男)

・当日大学リーグがあります。相変らずバレーボールで遊んでいます。(46年卒 柳 宏)

・今年の 4月 から 2度目のインドネシア勤務の予定です。勤務先はアサヒマス板硝子∽です。インド

ネシア出張の折は是非声を掛けて下さい。(46年卒 大江正人)

・会社のバレー部に引っばり込まれてはゃ半年、週に1回、2時間程汗を流しています。先日公式戦で

初めて 1セ ットを獲 りましたが、2セ ットロは全員スタミナ切れ、1対 2で負けてしまいました。今

期は初の 1勝めざしてがんばります。4月 18日 は市議会議員選挙の真最中のため、残念ながら欠席

します。皆様に宜しく。(47年卒 後閑哲夫)

・現在の予定では出席できそうですが、何分とも日曜日なので今後法事が入る可能性を十分ひめてお     ―

ります。万一出席出来ない場合は不肖の分も皆様方で頑張って下さい。 (欠席の方がよかったりし

て・・・ ?)(48年卒 矢澤俊彦)

マレーシア駐在 2年半になりました。2ケ 月に 1度程度日本出張がありますが、いつもトンボ返りで

開成の友人に会えず残念です。定期戦の健闘お祈 りします。(49年卒 清水淳一)

・不況の嵐の中、忙 しさだけは変わりません。皆様にお会いできることを楽しみにしています。 (49

年卒 柏女浄照)

残念ながら、この時期は、土日の休みが取れそうにありません。また、現時点でとでも勝利に貢献

できるような体 (体型)で はないため、来年に向けて頑張りたいと思います。皆さんに宜しくお伝

えください。(50年卒 安藤和誠)

・ここ数年定期戦に出席できず誠に申し訳ありません。バレーボール自体もまったく遠ざかっており、

せっかく連勝を続けておられるのに参加するとますます足を引っ張 りそうです。 (50年卒 市村幹

司郎)

とてもとても!運動不足の毎日です。是非麻布定期戦いい結果がでるの期待 しております。皆様に

よろしく !(50年卒 杉山伸郎)

・4o才になって体力のおとろえを感じてきました。身体を鍛えようと今年からゴルフに力を入れてい

ます。(52年卒 島田幸信)

・2月 よリシンガポール駐在となりました。(53年卒 大木 聡)

・昨年9月 に会社が移転、12月 には自宅の引越、と慌しい半年でした。(53年卒 野口恭司)

・開成高校を卒業してちょうど 20年。3/6に クラス会があり出席しました。残念ながら生物の小清水

先生(担任)は欠席でした。(54年卒 熊谷達範)

・昨年末に、運動中、他人とクラッシュして、生まれて初めて左足甲部を剥離骨折 しました。ギブス

3週間、完治まで3か月と散々でした。足の不自由な方の気持ちを実感し、また心は若 くても体は。。。     
‐

とふと思いました。それにしても日常生活はもちろん講義が大変でした。(54年卒 井手本 康)

・昨年8月 海外勤務より戻 りました。(54年卒 野々村泰雄)

相変わらず独身です。最近は学生時代に戻ったような生活をしています。しかし体力の方は… (55

年卒 井垣和明)

4月 18日 ですが、掛川マラソンにエントリーしているので残念ながら行 くことが出来ません。 (56年
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卒 天明宏之)

職場が変わりました。引継ぎやら何やらで、てんてこ舞いの毎日です。残念ながら、当日は参加で

きそうにありません。皆さんによろしくお伝え下さい。(56年卒 鈴木 章弘)

昨年東大勤務となり、同期の高橋君とたまに会って話をすることもあります。定期戦での皆様のご

健闘をお祈 りしております。(58年卒 小紫公也)

色々考えた結果、居場所を変えてみました。昨年末に約10年間勤めた住友銀行を退職し、英国系の

香港上海銀行 (HsBc)グ ループの投資銀行部門に移籍 しました。引続きM&A業務に携わるので仕

事自体は変わりませんが、この分野での邦銀と外銀の力の差をひしひしと感じる今日この頃です。

バレーボールはテレビで見る程度になってしまいました。(59年卒 津野 博明)

・先日、リオのカーニバルをみてきました。ブラジルは、都会があり、アマゾンのジャングルもあり、

非常に魅力的な国です。日本でいわれているほど、治安は悪 くなく、観光地で問題がおきることは

ほとんどありません。レアル安ですが、インフレも起きてません。フライトに24時間かかること

が難点ですが、体力がある方にはお勧めです。(59年卒 石賀和義)

・ご無沙汰しております。 結婚して 2年ですが、仕事の方も特に変わりなく過ごしています。 (60
年卒 杵渕隆二)

・別件ありで、恐縮ながら不参加とさせて頂きます。会社のバレーチームにはいまだに入っており、

なかなか着手が入ってこないのをいいことにセッターをゃらせてもらっておりますが、ゃはり体力

の低下は否めず、たった2時間の練習でヘロヘロになってます。次回タイミングが合えば、参加しま

す。(61年卒 津野泰明)

・鹿児島に転勤して半年がたちました。鹿児島には冬がありませんでした。(62年卒 松山 晃)

・千葉県警に赴任して、早くも半年が過ぎました。統一地方選の違反取締 りが当面の課題です。千葉

にご来訪の際は一声おかけください。(63年卒 内田大介)

・入社以来、開発に関わつてきた新型ブレードを搭載した飛行試験が昨年秋、無事終わりました。(自

分も3回、搭乗しました。)現在は来年夏の初飛行(今度は機体も新設計のものとなる)に 向けて多忙な

毎日を送っています。(63年卒 山内雅文)

・東京三菱銀行浅草橋支店勤務。週末にアメリカンフットボールを江戸川区のリーグ加盟チームでや

っています。(H2年卒 上田裕司)

・博士課程におります。はたから思うほど大学院はとマではなく、小さい論文をいくつか抱えて頭を

痛めております。専攻は民事訴訟法です。バレーボールをする機会が最近ありませんが、当日はど

うぞよろしくお願いします。 (H4年卒 北村賢哲)

3月 で大学を卒業し、4月 からは日本テレビ放送網的に就職します。(H7年卒 大井秀一)

・大学でバレーやってます。(H8年卒 矢代健太郎)

・大学の事業研究におわれ、毎日実験を繰り返しています。少しずつ結果も出るようになってきまし

た。(H8年卒 伊藤隆司)

・ただいま就職活動の真最中です。定期戦当日も企業の面接 説明会等が入りそうで行けません。開

成の勝不りを祈願しております。(H8年卒 川治豊成)

名古屋で独り暮らしをすることになりました。ぜひ遊びに来て下さい。(H9年卒 金田俊介)

大学での部活動が忙 しく、なかなかバレー部に関わる時間を作れません。できる限り関わっていき

たいと思ってますが・・・。(H9年卒 中川裕之)
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大学でもサークルでバレーを続けています。 (H10年卒 川原希彦 )

・新 しい大学生活に期待で胸をふ くらませる毎 日です。(HH年卒 木村哲哉 )

。今年開成高校を卒業 し、早稲田大学第一文学部に入学 しました。これからは OBと してちょくちょ

く部活に顔を出すつもりでいます。来年の合宿ではチーフなどもやってみたいと考えています。こ

れからもよろしくお願いします。 (Hll年卒 楓淳一郎 )

<総会案内の返信より>
・先約がありますので欠席いたします。退職後老化防止のため合気居合をゃっています。昭和 20年代

バレー部を担当していましたので種々なつか しい思い出があ ります。会のますますの発展 と OB皆
様の御健康を御祈 りいたします。 (岩谷昭史先生)

。当日は事業生の結婚式があり欠席いたします。ご出席の皆様によろしくお伝え下さい。貴会の益々

のご発展を哀心 よりお祈 りしてお ります。退職 して 3年 目になりますが、幸に健康に恵まれ毎 日が

快適です。ご安心 ください。 (伊藤清一先生)

すつかり田合人を実践 しています。ご活躍をお祈 りしてお ります。 (25年卒 大瀧利尚)

・月～金 (AM100o～ PM4:CXl)体 育館 うらの開成会事務所に居 りますのでいつでも寄って下さい。今

年は開成会会員名簿の改訂発行の年 (12月 頃発行予定)ですので、住所変更など情報があ りました

らお知らせ ください。 (30年卒 進藤定夫)

・35年間勤務 した三井物産株式会社を 3月 末を以って定年扱い退社 しました。今後はここ 2年間出向

していた三陽工業株式会社に引き続 き勤務する事 となりました。コンピュータ、通信機器周 りの電

線を製造する会社です。 (35年卒 中島利栄 )

・皆様お元気ですか。私の方 も元気ではありますが、週末は結構仕事 をもって帰ってやった りして忙

しく過ごしてお ります。 (36年卒 イヽ田木 毅)

・中村先生、山本純一君、芥川修君からも度々お誘いを受けながら、開成バ レー部には大変ご無沙汰

してお ります。 4月 の麻布定期戦にも、山本君から声をかけられていましたが、結局、失礼 して し

まいました。この 4月 から、半導体機器から分析機器技術に異動 した関係からか、気分的な余裕が

でき、行事 とぶつからなければ、開成バ レー部に顔を出そうと、心掛けることにいたしました。出

かけるからには、ケガをしないよう、バレーを楽 しみたいと思っていますので、よろしくお願いい

たします。(38年卒 玉田 恒久)

・年に 1回の総会が楽 しみです。体力勝負のソーラーエ事から、営業活動へ と方向転換中です。 (39

年卒 宮崎直樹 )

・長男は浪人、長女も高 2に なってしまいました。体力 も急ittに 低下 し、歳を感 じています。とはぃ

え、元気 さだけは , ・・と思っています。久々の開成、そ してバ レー部、皆様に会えることが待

ち遠 しいといったところです。(45年 卒 山本恵―)

・横須賀の神奈川歯科大学で生理学を教えています。いろいろの問題が山積 している大学で、ちょっ

と吉労 しています。お近 くのおいでの節にはおよりください。おい しぃマグロを売っている魚屋 さ

んをご紹介 します。(46年卒 田村謙二 )

・現在 も,都留文科大学で教員をゃってお ります。バ レーボールは自分ですることはなくなりました

が、男 (7部)女 (3部 )の監督をしてお ります。何かと忙 しい毎 日です。中村先生をはじめバレーボ
ール部の皆さんとお会いしたいのですが 一 皆さんによろしくお伝え下さい。(46年卒 柳 宏)
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日立化成・山崎工場チームの一員として、茨城県実業団 4部春季バレーボール大会に出場し、日立

消防署チームに勝つて、公式戦連敗記録を18で止めました。快挙です。35才 になるキャプテンは「公

式戦で勝ったのは生まれて初めてです」と言つて泣いていました。社内報にも掲載されました。(私

は45才 )〈47年卒 後閑哲夫)

19984月 より、筑波大学内科へ教授として赴任いたしました。リウマチ、膠原病などの自己免疫疾

患を対象としております。(48年卒 住田孝之)

・相変わらず東京と京都の往復の生活です。息子も娘も東京の学校に決まり、6年間はこのような生活

が続きそうです。皆様によろしくお伝え下さい。(49年卒 石塚伸一)

・本社から東富士にまたがる組織を持ち、往復に忙 しい毎週となっています。「ABS,ト ラクションコ

ントロール,vsc(横滑り防止装置)」 つてご存知ですか? 近くへお越しの際には御連絡下さい。(49

年卒 井上秀雄)

。当方はマレーシア駐在間もなく3年 になろうとしています。昨年はインドネシアのメダンに新工場

を設立し、その責任者も兼任しているため、息つくひまがありませ
～
。(49年卒 清水淳一)

・医師会の役員になり突然忙 しくなりました特に介護保険を必要 とされている方は (本人に限りませ

ん)無料にてア ドバイス致 します。 (49年卒 中山 一)

会社のほうは先期、上場依頼初の赤字決算で毎日厳 しくやってお ります。 当日 仕事 とは別で大阪

で音楽の仕事があるため欠席させていただきます。先生はじめ皆様に宜 しく!(50年卒 杉山伸郎)

・昨年より人事部勤務となってお ります。景気の悪さを感 じとれる部署での仕事になっています。(55

年卒 柳田直己)

・ 2年ほど前に大学のバ レーのサークルのOB会で練習試合をしました。oBに なったばか りの若い

連中は、一度失敗するだけで現役から冷やかされるのに対し、超OBの部類に入る私は一度うまく

行つただけで拍手喝釆を受けました。肉がついてきたこの自分の体力ヽ長めしい今日このごろです。

(56年卒 野沢 和久)

・こちらは特に変わりもなく、家族そろって元気にしております。(56年卒 今中康博)

仕事の方は相変わらず多忙です。入行後 12年 目を迎えましたが、予想をはるかに上回る環境変化が

生じております。他方で、そろそろ「中堅」の仲間入りで、若者の柔軟かつ豊かな発想力に負けな

いように思っております。家庭では、長男が 2オを過ぎ、段々言葉数も増えて参りました。子供と

色々な意思疎通ができ、それ自体、楽しくなっています。我が家は引続き共稼ぎ体制のため、毎朝、

私が保育園に連れていっています。結構大変ですが、保育園の入口に掲げられている、サムの「子

育てをしない男は父親とは呼ばない」のポスターに勇気付けられております。(59年卒 清水誠―)

・千葉大学小児科学教室から離れ、国立小児病院の常勤医となり、住居も小児病院内の官舎になりま

した。大学を卒業してから、これで 10年間に8回 目の引越しです。(59年卒 松本 弘)

・先日、久しぶりに中学校舎を訪れましたが、あまりに新しく場違いな気がしました。地震があれば

全壊するといわれながら、授業を受けていた日々が懐かしいです。(59年卒 石賀和義)

岩国 (山 口)に来て、6年が経ちますが、まだ当分東京へは戻りそうも無いです。oBになって 14

年も経ちますが、開成バレー部も大きく様変わりしているのでしょうか?ま た、機会が有れば顔を

出したいと思っています。(61年卒 阿部正典)

・都会とは縁遠 くなってしまいました。のどかな鹿児島で親娘 3人でのんびり暮らしています。 (62

年卒 松山 晃)
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・昨年8月 下旬、千葉県警察本部刑事部捜査第二課に赴任 してから、もう8ケ 月が過ぎました。これ

まで、贈収賄事件、横領事件、詐欺事件といろいろな事件に取り組んでまいりまして、毎日非常に

新鮮に過ごしております。最近は、統一地方選挙における選挙違反取締 りで、3月 以降バタバタす

る毎日が続き、このような状況が5月 一杯までは続きそうです。千葉市にお越しの際は、是非お立

ち寄りください。(63年卒 内田大介)

・男 30。 また青春でもしてみようか、と。(63年卒 横江史義)

・田舎ですが何とかやっています。(63年卒 和知敏樹 )

・今年の 1月 に結婚しました。(H2年卒 小林哲緒)

・現在、京セラの滋賀工場にて経理として働いています。年に一回くらいですが、土岐や神波などと

飲んだりもしています。みんな年は取つても中身はずつと同じです。残念ながらバレーは高校時代

までしかしていません。昨年、会社の仲間とバレーボールをしましたが、足腰が弱 くなってしまっ     :
て思うようなレシープが出来ず、分かっていたけどゃっぱり悔しいですね。バレーはかなり激 しい     ‐

スポーッだったと感じています。(H4年卒 後藤 正)

社会人 1年 目として、忙しい日々を送っています。 (平成 6年卒 田端伸之)

・現在、北大の医学部バレー部で、平成 9年卒の日吉とともにバレー頑張っております。(平成 6年卒

鈴木大輔 )

・暑い日が続 く中、冬物のスーッを着て就職活動に励んでいます。出版者を志望していますが、「宝 く

じ」のような倍率であるため、どうなることやら分かりません。(H8年卒 川治豊成)

・ちと気が早いかもしれませんが、就職活動のことでいろいろと気になっています。マスコミ関係を

希望 しているので先輩方から助言を賜りたいと思っています。(H9年卒 石川達大)

・大学二年になりました。専門は教育学ですが、まだ始まったばかりなので、深くはやっていません。

高校のコーチをしていますが、人数が多く、またレベルの差も大きいので、試行錯誤をしています。

最近OBがよく来てくれるので、活気があっていいと思います。(H9年卒 官 利政)

6会計報告および予算

平成 10年度 J又支報告 (平成 10年 4月 1日 ～平成 H年 3月 31日 )

科目         金額 科目         金額

|」
言II]を

費        1:i:器
目

現役強化費*          204,368円
荒川区試合参加費        34,126円
麻布定期戦費         20,Ollll円
幹事会費            6,830円
慶弔費             2,446円
通信費           H4,4Clll円
事務費 (アルヽ・イト代)       9,000円
文房具費            14,496円
送金手数料           1,125円
OB■ムユニフォーム代     115,920円
次年度繰越金        3,464,613円

(収入の部)           ~
前年度繰越金         3,644,186円
年会費             486,HO円
利息1又入              37,028円

合計  .        4,167:324円 4,167,324円合計
*現役強化費内訳 :寄贈 Tシ ャツ代 10o,o00円、寄贈ハチマキ代 4,368円 、コーチヘの交通費およ

び慰労費 100,00o円。
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平成 11年度 収支予算 (平成 H年 4月 1日 ～平成 12年 3月 31日 )

金額科 目 金額科 目

(支出の部 )

合宿援助費           100,∞ 0円
コーチ補助費*         200,llC10円
荒川区試合参加費       30,OC10円
麻布定期戦費         30,0∞ 円

幹事会費            10,000円
慶弔費             20,000円
通信費             130,∞ 0円

事務費 (アルヽ
・イト代)       20,醐 円

文房具費他雑費        20,0∞ 円

次年度繰越金 (名簿用)    40,鰤 円

(収入の部)

年会費             600,∞ 0円

合計              6011,000円 合計              600,CIC10円
*コ ーチ補助費はコーチを通じて現役強化のために使われる経費です。トレーニング器の購入など

を予定しています。

7平成 H年度役員

顧間   中村 博次

栗原  弘

奥山 茂樹

名誉顧問 岩谷 昭史

伊藤 清一

相談役  吉村  功

進藤 定夫

石東 晃一

安井 高明

先生   会長

先生   副会長

先生

先生

先生

(26卒 )

(30卒 )

(34卒) 幹事長

(37卒) 副幹事長

佐藤  勇 (40卒 )

山本 純一 (38卒 )

片野 昭秀  (44卒 )

矢澤 俊彦  (48卒 )

市村 幹司郎 (50卒 )

関  茂和  (54卒 )

増田 修久 (59卒 )

横井 宏治 (63卒 )

会計幹事

監査幹事

総務幹事

OBチーム主将

高校コーチ

中学コーチ

熊谷 達範 (54卒 )

関  茂和 (54卒 )

冨部 直希 (43卒 )

今井 耕介 (H6卒 )

鈴木  周 (H8卒 )

金  英寛 (H10卒 )

宮  利政 (H9卒 )

田沢  優 (H9卒)

市原 将樹 (H9卒 )

楓 淳一郎 (HH卒 )

現役の支援体制を強化するため、コーチを増員 し4名 としました。

年度幹事

24年～27年

29年～30年

31年～32年

34年

35´F

36年

37年

38年

39年

40年

41年

42年

43年

44年

吉村  功 (26卒 )

進藤 定夫 (30卒 )

明渡 久和 (31卒 )

石東 晃一

平松 久和

三崎 哲郎

安井 高明

山本 純一

鈴木 康之

佐藤  勇

西山 祐二

片野 清昭

結城 教仁

片野 昭秀

4ヽサ|1宗男

西村  隆

松田 信彦

失澤 俊彦

高塚 義弘

松下 和正

上野 雅資

老川 功明

野口 恭司

関  茂和

高浪 孝勝

中村 智博

藤森 光章

清水 誠一

草野 昌行

津野 泰明

奈村 大久馬

和知 敏樹

小木曽和宏

和里田 聰

神波 泰夫

古野 徳一

今井 耕介

加藤 和哉

鈴木  周

市原 オ子樹

川原 希彦

楓 淳一郎

45年

46年

47年

48年

49年

50年

51年

52年

534F

54年

55年

56年

58年

59年
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61年

624F

63年

Hl年

H2年

H4年

H5年

H6年

H7年

H8年

H9年

H10年

HH年



8会費納入のお願い

現役の支援および会員の交流を柱 とする OB会の運営は OB諸兄の会費で成 り立っています。最近の

現役の好成績 もoBの皆様の陰ながらのご支援があつてのことと思われます。年会費は社会人 4,000円 、

学生 3,000円 です。5年分として 20,∝Ю円まとめて納入頂けると幸いです。平成 11年度の会費が納入

済みの方には納入状況をお知らせする紙を同封 してお ります。平成 11年度の会費が未納の方には振込

用紙を同封 してお ります。郵便局、銀行 どちらからでも振 り込みができますが、郵便局にて振 り込み

の場合、手数料はかかりません (oB会負担)。 なお会費納入にもかかわらず、振込用紙同封の行 き違

いがあ りましたらご容赦願います。

振込先 : 郵便局       口座番号 :001000-50926    口座名 :開成学園排球部 OB会

あるいは

第一勧業銀行 下谷支店  口座番号 :1041691    回座名 :開成学園排球部 OB tt      i

9 幹事からのお知 らせ

一昨年来の調査で、354名中 338名の現住所を把握することができました。名簿管理の体制 も整い

今後は 2年おきに名簿を発行 して行 く予定です。次回の名簿発行は来年 となりますが、下記の方々の

連絡先が依然不明です。住所、電話、メールア ドレスなどの情報をご存知でしたら増田 (0333324310,

nmasud@shna sankyo cojp)ま でご一報頂けると幸いです。

32年卒 播磨 宣昌、34年卒 折戸 建雄、35年卒 戸張 勝介、%4卒 谷川 進、

37年卒 飯塚 公啓、38年卒 須田 誠一、44年卒 丹野 広蔵、46年卒 稲垣 誠治、文 哲秀、

47年卒 荒井 吉治、三宅 浩之、53年卒 鏑木 孝昭、55年卒 三輸 高明、58年卒 鈴木 信幸、

平成元年卒 末吉範匡、平成8年卒 谷口 信人

今年度から一部の方にはc‐mailでoB会からのお知 らせをご案内差 し上げています。通信費の削減、

事務簡素化および地球環境のため、今後 ともご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

会計報告をご覧の通 り、平成10年度は繰越金が約18万円減つてお り実質赤字です。会費納入を重ね

てお願い申し上げます。
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