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（1）募金目標額
① 校友会組織の全体目標額は２億円です。
② 都道府県別目標額は総会で別途定めています。
③ 参考までに役職別目安は次のとおりです。
　本部役員 ：200,000 円　（顧問、理事、監事）
　支部長　：100,000 円　
　支部役員 ： 50,000 円　（支部代議員を含む。）
　一般会員 ： 10,000 円 ～ 20,000 円以上
　（金額の多少に拘わらずご協力下さい。）

（2）校友会の募金活動は、平成 25 年度～平成 27 年
度の当初３年間を集中活動期間年として募金活動に取
り組んでいます。ただし、大学では平成 30 年度まで
募金活動を継続することとしています。

（3）募金活動の進め方等については、各支部に方針を
一任しますが、支部総会・分会・職域部会などの機会
にパンフレット等を配布しつつ周知して下さい。

（4）パンフレット、振込用紙、募金趣意書などは、校
友会本部又は大学の財務部募金課にお問い合わせ下さ
い。（財務部募金課・03-5477-2776）

（5）平成 27 年 10 月末までの実績は、次のとおり。
①全体募金件数　　　　　　　　2,979 件
②全体募金金額　　　　207,063,708 円
③校友会組織全体件数　　　　　2,302 件
④　　　〃　　　金額　139,519,208 円

（現在、目標額の 69.83％）

１．本部の動き
（1）理事会の開催

平成 27 年度第４回理事会を 11 月 20 日午後２
時から校友会３階会議室において、理事 25 名（うち
委任状１名）、監事２名が出席して開催しました。

本理事会では次の事項について審議しました。
①  平成27年度前期事業報告並びに前期収支決算報告

について
② 全国教職員部会連絡協議会の設立について
③  東京農業大学校友世界大会 2016 in JAPAN の

概要について
④  大学創立125 周年記念事業募金（校友企業）について
⑤ 東京農業大学スポーツサポート募金の創設について
⑥ 東京農業大学校友会功労者表彰について

また、本理事会席上にて三好吉清会長から次の方々に
校友会功労者として感謝状と記念品を授与しました。
＜表彰者＞
前・校友会常任理事　尾崎義人氏
前・校友会常任理事　福島哲男氏
前・校友会常任理事　佐藤勝彦氏
前・校友会理事　　　宮崎健三氏

（2）監事会の開催
平成 27 年度第２回監事会を 11 月 13 日午後３

時から校友会会議室において、監事３名が出席して開
催（豊原秀和常任理事が立会）しました。

会長が提出した「平成 27 年度前期事業報告書並び
に前期収支決算報告書、財務諸表及び証憑書類等につ
いて、監査が実施され、妥当及び適正であると認証さ
れました。

（3）�常任理事会の開催（構成：会長、副会長２名、常任
理事５名）

①  第３回　平成 27 年９月 18 日開催（常任理事・
監事合同会議）
１） 支部総会、ブロック会議の日程と出席者につ

いて
２） ブロック会議への本部提出議題と報告事項に

ついて
３） 125 周年記念事業資金の支部別実績（７月

末）について
４） 平成 28 年度地域後継者推薦入試の提出件数

等について

大学創立125周年記念募金のお願い

本部の動き（平成27年８月～12月）

東京農業大学創立125周年記念事業資金募金へのご協力をお願いします。
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５）校友会功労者表彰について
６）校友世界大会について
７）東京農大スポーツサポート募金の創設について
８） 全国教職員部会連絡協議会会則案並びに同部

会会員等調査について
９） 学部・学科再編、厚木キャンパス学生会館に

ついて
10）当面の会議日程等について
11）その他
ア）株式会社農大常磐松臨時株主総会について
イ）校友会館リニューアル事業費負担金について

② 第４回　平成 27 年 11 月９日開催
１）平成 27 年度第４回理事会提出議案について
ア）前期の事業報告・決算報告について
イ）校友会功労表彰者の決定について
２）当面の会議日程（案）について
３） 125 周年記念事業募金全体実績（９月末）

について
４）地域後継者推薦入試について
５）校友世界大会について
６）東京農大スポーツサポート募金について
７） 全国教職員部会連絡協議会規約（案）等について

③ 第５回　平成 27 年 12 月 11 日開催
　常任理事・監事合同会議（兼・株式会社農大常
磐松取締役会）
１）当面の会議日程等について
２）ブロック会議での要望事項について
３）校友世界大会について
４）全国教職員部会連絡協議会の設立について
５）株式会社農大常磐松前期営業報告について

（4）株式会社農大常磐松関連（平成27年５月～12月）
①取締役会　平成 27 年 5 月 15 日

１） 第 32 期営業報告及び貸借対照表、損益計算
書、利益金処分に関する件

２）利益金処分の承認の件
３）第 33 期定時株主総会開催の件

②第 33 期定時株主総会　平成 27 年６月 30 日
　第 32 期営業報告書及び貸借対照表、損益計算
書、利益金処分に関する件

③臨時株主総会　平成 27 年９月 18 日
　取締役・尾崎義人、佐藤勝彦、福島哲男の三名
並びに監査役・宮林茂幸、杢代鉄幸の二名が辞任。
新取締役に鳥海稔雄、宮林茂幸、新監査役に神田
務、志和地弘信が就任。

④取締役会　平成 27 年９月 18 日
　代表取締役三好吉清が辞任、外園　を新代表取
締役に選任。

株式会社農大常磐松役員一覧（任期：平成28年定時株主総会まで）

⑤ 取締役会　平成 27 年 12 月 11 日開催
会館修繕費の学校法人への負担等協議

２．本部、支部との連係強化と支援・活性化対策
（1）都道府県支部総会の開催（９月～11月）

（2）支部総会の開催予定（１月～２月）
支部総会の開催日程については、校友会ＨＰでも日

時と場所などを紹介しております。
開催済みの支部、今後開催予定の支部日程は次の通

りです。
平成 28 年１月 23 日（土）北海道支部
平成 28 年２月 27 日（土）静岡県支部
平成 28 年２月 27 日（土）宮崎県支部
平成 28 年２月 28 日（日）群馬県支部

（3）ブロック会議の開催

9月5日（土） 神奈川県
厚木市 「厚木キャンパス講義棟」

9月6日（日） 長野県
塩尻市 「ホテル中村屋」

9月27日（日） 茨城県
水戸市 「ホテルレイクビュー水戸」

10月10日（土） 京都府
京都市 「京都タワーホテル」

10月18日（日） 愛知県
名古屋市 「サイプレスガーデンホテル」

10月18日（日） 三重県
津市 「プラザ洞津」

10月24日（土） 岩手県
盛岡市 「ホテル東日本盛岡」

10月31日（土） 石川県
金沢市 「金沢都ホテル」

11月14日（土） 大阪府
大阪市 「シティプラザ大阪」

11月15日（日） 福井県
福井市 「福井パレスホテル」

11月20日（金） 山梨県
甲府市 「ベルクラッシック甲府」

代表取締役社長 外園　　 校友会副会長

常務取締役 小野　甲二 校友会常任理事・
事務局長

取締役 小泉　幸道 校友会常任理事
取締役 豊原　秀和 校友会常任理事
取締役 鳥海　稔雄 校友会常任理事
取締役 宮林　茂幸 校友会常任理事
取締役 三好　吉清 校友会会長
取締役 横澤　　馨 校友会常任理事
監査役 福浜　　満 校友会代表監事
監査役 神田　　務 校友会監事
監査役 志和地弘信 校友会監事

支部ブロック名
（当番支部名） 開催日・場所 本部出席役職員

北海道・東北
（北海道支部）

11月14日（土）～15日（日）15時～
札幌市：ホテル札幌ガーデンパレス 常任理事　横澤　馨
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（4）全国教職員部会連絡協議会の設立
平成 27 年７月 16 日に開催した第２回常任理事会

において、次の者を協議会設立準備委員会委員に委嘱
することを決定、設立準備を開始した。

委員長・外園　（校友会副会長・埼玉県支部長）、委員・
鳥海稔雄（校友会常任理事・千葉県支部長）、横澤馨（校
友会常任理事・群馬県支部長）、伊澤宏爾（校友会理事・
長野県支部長）、額田恭郎（東京農業大学教職学術情
報課程教授）、日置司明（元・東京農業大学教職学術
情報課程教授）、菅原敏之（東京農業大学学務部長）
① 全国教職員部会連絡協議会（仮称）設立準備に係わ

る部会員確認調査
支部長、幹事長及び教職員部会長に対して、平成

27 年 10 月 28 日付け文書にて、支部教職員の調
査を依頼し実施中（報告期限・平成 27 年 12 月
28 日）。

② 平成 27 年 10 月 9 日　第１回全国教職員部会連
絡協議会設立準備委員会開催

１） 協議会設立日程、協議会設立趣意書、設立発起
人、設立総会運営等について

２）協議会規約（案）、協議会役員（案）について
３） 協議会の活動目的・内容、大学からのサポート

について
４）校友会理事会への報告について
５）その他（卒業生教職員アンケート調査）

③ 平成 27 年 11 月 18 日　第２回全国教職員部会
連絡協議会設立準備委員会開催
１） 協議会設立趣意書（案）、設立発起人（案）に

ついて
２）協議会規約（案）、協議会役員（案）について
３）事業計画、予算（案）について
４）設立総会（案）について
５）予算要望、予算要請行動

④ 平成 27 年 11 月 30 日　全国教職員部会連絡協
議会設立総会開催

来賓に髙野克己学長を迎え、協議会役員候補者が
参集して設立総会を開催、次の議事を審議異議なく
承認となり全国協議会が発足した。
１）経過報告
ア）校友会等における検討経過について
イ）発起人及び設立趣意書について
２）議事

役職 氏名 卒年 現役職

名誉会長 髙　野　克　己 昭 54 院化修 東京農業大学学長
三　好　吉　清 昭 36 農 校友会会長

会　　長 外　園　　　 昭 37 造 校友会副会長・埼玉県支部長

副 会 長

横　澤　　　馨 昭 38 経 校友会常任理事・群馬県支部長
野　島　忠　夫 昭 57 工 栃木県立栃木農業高校校長
日　置　司　明 昭 40 化 （元）教職・学術情報課程教授
額　田　恭　郎 教職・学術情報課程教授

幹 事 長 小　野　甲　二 昭 47 経 校友会常任理事・事務局長

北海道 北海道 地区幹事長 鶴　丸　哲　司 昭 40 林 北海道支部長
（幹事） 楊　井　慎　司 昭 51 造 道立岩見沢農業高校教諭

東北Ｂ 福島県 地区幹事長 小桧山　善　継 昭 44 経 校友会理事・福島県支部長
（幹事） 渡　邊　芳　広 昭 55 農 県立会津農林高校校長

関東Ｂ 長野県 地区幹事長 伊　澤　宏　爾 昭 39 畜 校友会理事・長野県支部長
（幹事） 遠　山　善　治 昭 53 林 県立下伊那農業高校校長

北陸Ｂ 新潟県 地区幹事長 山　本　一　成 昭 37 経 新潟県支部長
（幹事） 中　野　忠　雄 平 02 農 県立長岡農業高校教諭

東海Ｂ 岐阜県 地区幹事長 太　幡　正　樹 昭 48 造 岐阜県支部長
（幹事） 中　島　浩　平 昭 60 林 県立恵那農業高校教諭

近畿Ｂ 和歌山県 地区幹事長 尾隠山　明　宏 昭 45 農 和歌山県支部長
（幹事） 大　浦　俊　一 昭 53 農 県立紀の川高校校長

中国Ｂ 岡山県 地区幹事長 赤　澤　　　猛 昭 44 農 岡山県支部長
（幹事） 金　平　邦　男 昭 56 拓 県立勝間田高校校長

四国Ｂ 香川県 地区幹事長 國　宗　達　旦 昭 40 畜 香川県支部長
（幹事） 篠　原　繁　生 昭 53 化 県立香川西部養護学校教諭

九州Ｂ 熊本県 地区幹事長 阿曽田　　　清 昭 44 工 熊本県支部長
（幹事） 柗　本　　　弥 昭 54 農 県立菊池農業高等学校校長

監　　事 鳥　海　稔　雄 昭 35 農 校友会常任理事・千葉県支部長
岡　本　利　隆 昭 56 工 東京都立農芸高校校長

＜別記＞ 全国教職員部会連絡協議会役員 （平成 27 年 11 月 30 日）

関東・甲信越
（茨城県支部）

10月24日（土）～25日（日）14時～
大洗町：オーシャンビュー大洗 会長　三好吉清

東海・近畿・北陸
（静岡県支部）

11月7日（土）～8日（日）14時～
伊豆の国市：ホテルサンバレー長岡

会長　三好吉清
事務局長　小野甲二

中国・四国
（徳島県支部）

11月14日（土）～15日（日）14時～
徳島市：グランドパレス徳島

副会長　外園
常任理事　鳥海稔雄

九州
（宮崎県支部）

11月14日（土）～15日（日）13時～
宮崎市：ニューウェルシティー宮崎

会長　三好吉清
常任理事　豊原秀和
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第一号議案　協議会規約の制定について
第二号議案　協議会会長の選任について
第三号議案　協議会役員の選任について（別記）
第四号議案　事業計画並びに収支予算の決定に
ついて

（5）�東京農業大学校友世界大会2016�in�Japan の
開催決定（概要）

平成 28 年９月 23 日～ 25 日に東京での開催が
決定しました。

ご招待者のうち、海外支部及び国内支部校友の参加
経費は、その一部を本部で負担予定。

1） 大会開催日：2016 年９月 23 日（金）am10
時～ pm7 時

2）参加者：ご招待者全体約 350 名
（海外支部 100 名、国内支部 120 名、大学関
係者 80 名、留学生 50 名）

3）式　典：東京農業大学百周年記念講堂
4）基調講演：大学の現状と将来展望（仮題）
5）アトラクション及び学内視察
6）祝賀会：会場＝明治記念館
7） 現地視察日：富士農場９月 24 日（土）～ 25

日（日）＝海外支部参加者のみ

３．地域後継者推薦入試について
平成 28 年度地域後継者推薦者については、６月

12 日付文書にて都道府県支部長・幹事長に推薦依頼
を行い、41 支部から 91 名の推薦があり調整の上、
９月 10 日付で東京農業大学大学学長に提出。推薦者
のキャンパス別内訳は、世田谷 48 名、厚木 28 名、
オホーツク８名、短大７名でした。

11 月 14 日（土）に選考試験が行われ、91 名全
員が受験、11 月 23 日（月）に全員の合格が発表さ
れました。

４．調査広報、研修活動
（1）校友会ニュース及び世田谷通信の発行

「校友会ニュース第 118 号」を 10 月 25 日付け
で発行（93,000 部）しました。

従来、掲載していた同期会、同窓会及び OB 会等は、

校友会ホームページに掲載することにしております。
世田谷通信第 53 号を７月５日付けで発行（2,000

部）しました。
（2）校友会ニュース編集委員の委嘱

次の者を校友会ニュース編集委員に委嘱しました。
委員長・小泉幸道（校友会副会長・副学長・醸造科

学科教授）、委員・舘博（短期大学部醸造学科教授）、
委員・豊原秀和（校友会常任理事・名誉教授）、石川
浩一（学校法人本部総務部長）、小野甲二（校友会常
任理事・事務局長）
（3）ホームページ情報の提供活動

平成 26 年４月に開設した校友会 HP で、本部並
びに支部活動の動向を中心に多種・多様な情報を広く
掲載しておりますのでご覧下さい。

支部総会、ブロック会議、分会・部会等の開催情報
や今後予定する行事等の原稿を本部に送って頂ければ
掲載致します。

５．今後の主要会議（予定）
（1）校友会本部の会議開催予定（各時間未定／変更
する場合有り）

（２）平成28年度ブロック会議の開催予定

平成28年１月15日（金） 農友会激励会（正副会長・
常任理事）

平成28年２月５日（金） 第６回常任理事会

平成28年２月19日（金） 第５回理事会／全国支部長
会議（海外支部長）

平成28年３月18日（金） 第７回常任理事会
平成28年４月22日（金） 平成 28 年度第１回常任理事会
平成28年４月28日（木） 平成 28 年度第１回監事会

平成28年５月９日（月）

平成 28 年度第２回常任理
事・監事合同会議
＜兼・農大常磐松取締役会、
監査役会＞

平成28年５月13日（金） 平成 28 年度第１回理事会

平成28年５月20日（金）
平成 28 年度第２回理事会
平成 28 年度通常総会

平成28年５月21日（土）
大学創立 125 周年記念式典
＜第 16 回ホームカミングデー＞

平成28年９月23日（金） 大学創立 125 周年記念校友
世界大会記念式典

平成28年９月24日（土） ＜海外支部富士農場視察＞

北海道・東北 秋田県支部 平成 28 年
10月22日（土）～23日（日）

関東・甲信越 埼玉県支部 平成 28 年
12 月 3 日（土）～ 4 日（日）

東海・近畿・北陸 愛知県支部 平成 28 年
11 月 5 日（土）～ 6 日（日）

中国・四国 岡山県支部 平成 28 年
11 月 19（土）～ 20 日（日）

九州 鹿児島県支部 平成 28 年
11 月 12（土）～ 13 日（日）
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６．�会員の動静（支部からの報告があった者のみ記載、順不同・敬称略）

（1）支部長就任（10月～12月）

（2）慶
①平成 27 年秋の叙勲

②平成 27 年 11 月の県議会議員選挙当選者

③平成 27 年 11 月の市長選挙当選者

（3）弔
次の方々がご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

７．�校友会本部・グリーンアカデミーホールの休業日及
び営業日

（1）校友会事務局、校友会館、レストランの休業日
12 月 28 日（月）～１月６日（水）

（2）新年は、１月７日（木）から平常営業しております。

市名 就任年月日 期 氏　名 卒年 学科 住　所

亀岡市 H27.11.9 初当選 桂川　孝裕 昭60 造 京都府
亀岡市

学生の課外活動等（10月以降）

▼体育団体
相撲部＝強化指定部
◯ �第93回全国学生相撲選手権大会（11月７～８日・
大阪府堺市）
団体戦：３位
個人 ベスト８　　楮佐古明輝（開発４）
個人 ベスト 16 　小柳亮太（森林４）
個人 ベスト 32 　齋藤　真（森林２）

◯第64回全日本相撲選手権大会（12月６日・国技館）
ベスト８　　小柳亮太（森林４）
ベスト 16　 楮佐古明輝（開発４）

オホーツク生物産業学部硬式野球部＝強化指定部
◯  10 月 22 日のプロ野球ドラフト会議で、投手・

井口和朋君（産経４）が、北海道日本ハムファイター
ズに３位指名されました。また、捕手・樋越優一
君（食香４）が、福岡ソフトバンクホークスに育
成３位で指名されました。プロ野球選手としての
活躍を期待し、応援をよろしくお願い致します。

死去月日 氏　名 卒年学科 支　部
H27.10.16 平井八十一 昭 28 学農 神奈川県
H27.10.18 三上　光世 昭 32 農 青森県支部長
H27.10.21 金子　洋一 昭 45 化 兵庫県
H27.11.1 平澤　　隆 昭 46 農 岩手県
H27.11.22 吉田　忠義 昭 54 経 群馬県
H27.12.15 謝　　克昌 昭41院農博 台湾支部長

【井口和朋君プロ
フ ィ ー ル 】 神 奈
川 県 私 立 武 相 高
等 学 校 出 身、 大
学 リ ー グ 戦 通 算
21 勝３敗（防御
率 1.01）、第 28
回ユニバーシアー
ド競技大会日本代
表・優勝に貢献。

【樋越優一君プロ
フ ィ ー ル 】 千 葉
県私立千葉経済大
学 付 属 高 等 学 校
出身、大学リーグ
戦通算 181 打数
56 安打・５本塁打

（打率 309）、主将。

叙　勲 支部名 氏　名 卒年学科
旭日小綬章 茨城県 小林　靖男 昭32短醸
旭日小綬章 茨城県 藤澤　順一 昭38農
旭日単光章 茨城県 山内　　建 昭33化
瑞宝小綬章 群馬県 反町　功夫 昭40畜
瑞宝双光章 群馬県 浦野　和美 昭23専農
旭日小綬章 埼玉県 高橋　広成 昭42経
旭日小綬章 山梨県 小野　修一 昭41造
旭日双光章 山梨県 清水　壽昌 昭43院化修
旭日双光章 佐賀県 片渕　時汎 昭43工

道府県名 就任年月日 期 氏　名 卒年 学科 住　所

福島県 H27.11.20 7期目 小桧山善継 昭44 経 耶麻郡
猪苗代町

福島県 H27.11.20 4期目 満山　喜一 昭49 経 白河市

福島県 H27.11.20 4期目 杉山　純一 昭55 林 大沼郡
会津美里町

支部名 新 旧
三重県 庄下　正昭 昭45農 竹内　秀宣 昭40化
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陸上競技部女子長距離＝強化指定部
◯東日本女子駅伝出場（11月８日）

山梨県チーム総合８位 １区＝飯野摩耶（食経４）、
３区＝古屋夏乃（食経３）
◯第２回日光いろは坂駅伝（11月29日）

Ａチーム　総合第４位
１区・飯野摩耶（食経４）区間４位、２区・清水萌
衣乃（醸造１）区間１位、３区・小堀真佳（栄養３）
区間２位、４区・横山みわ（栄養４）区間９位、５区・
原田紗枝（健康１）区間 13 位、６区・中村瑠花（栄
養４）区間２位
Ｂチーム　総合第７位
１区・堀川はる菜（開発４）区間９位、２区・千葉
怜（食経１）区間５位、３区・大橋愛子（食経３）
区間６位、４区・佐藤ひとみ（栄養４）区間３位、
５区・小森谷朱音（栄養２）区間６位、６区・内海
あや（栄養４）区間 10 位

剣道部
◯ �第 63回全日本学生剣道優勝大会（10月 25日・
日本武道館）

ベスト 16　　全国 395 大学のうち地区大会を
勝ち上がった代表 64 大学が参加。

ボクシング部
◯ �第 85回全日本ボクシング選手権大会（11月 18
日～22日・岩手県水沢市）

日本ボクシング連盟推薦者及び各地区ブロック代
表となった本学９名の学生と卒業生２名が出場。１
年生ながら、10 月の和歌山国体ライト級で優勝し
た森坂嵐君が、前年度王者の藤田選手（拓大）に快
勝し、バンタム級初優勝を飾った。また、OB のライ
ト級の成松大介さんが、安定した戦いで６連覇達成。

来年のオリンピックの選考にも大きな影響を与え
る大会となり、森坂君と成松さんは、来年３月予定
のアジア・オセアニア選手大会で３位以上の結果を
だせばオリンピック出場となる。

＜優　勝＞　バンタム級　森坂嵐（ビジネス１）
　　　　　　　ライト級　自衛隊体育学校　成松大介
 （H24 経済卒）
＜準優勝＞　　フライ級　金澤宣明（ビジネス３）
　　ライトウエルター級　自衛隊体育学校　齋藤一貴
 （H27 ビジネス卒）
＜３位＞　　バンタム級　中野幹士（ビジネス２）
＜５位＞ライトフライ級　桑原　拓（ビジネス２）
　　　　　　　フライ級　山内涼太（ビジネス３）
　　　　　　　フライ級　北浦龍馬（ビジネス１）
　　　　　　　ライト級　佐川　遼（ビジネス４）
　　　　　ウェルター級　押川幸輝（ビジネス１）
　　　　　　　ミドル級　酒井幹生（ビジネス４）

サッカー部
◯ �第 48回関東大学サッカー大会昇格決定戦（11月
21日・味の素スタジアム西競技場）

中央学院大学（千葉県代表）に 2-1 のスコアで
勝利、来季関東大学サッカーリーグ２部への昇格（２
シーズンぶり）が決定。

　校友会栃木県支部（鈴木崇之支部長）ではスタート
地点、中間２か所、ゴール地点の４カ所で応援を実施。
母校Ａチームは４位、Ｂチームは７位で中禅寺湖畔の
二荒山神社にゴールしました。惜しくも連覇とはなり
ませんでしたが、標高差 875m の過酷な上り坂のコー
スを完走した選手に感激、校友会支部は大いに盛り上
がり、表彰式後には、これからの活躍を期待して選手
達を激励しました。

＜受賞者＞
最優秀選手（会長賞）
森坂嵐（中央）
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馬術部
◯ �平成 27年度全日本学生馬術三大大会（10月 30
日～11月４日・JRA馬事公苑）
＊第 65 回全日本学生賞典障害飛越競技大会

団体　第９位
＊第 58 回全日本学生賞典総合馬術競技大会

個人第６位入賞　吉田匡慶（ビジネス２）・ラン
ヘランバ号

◯ �第 53回関東学生馬術女子競技大会および会長杯
（11月28日～29・JRA馬事公苑）
＊障害飛越競技

団体準優勝
個人 第２位　服部真緒（ビジネス３）・ホーリー

プレインチパラ号
第７位　服部真緒（ビジネス３）・アルバートル号
第８位　田中奈津乃（バイオ３）・スーパーソ
ニック号

＊平成 27 年度 会長杯
小障害Ａ飛越競技
個人第２位　原田天馬（工学１）・スーパーソニック号
中障害Ｃ飛越競技
個人第１位　吉田匡慶（ビジネス２）・ホーリー
プレインチパラ号

自動車部
◯ �平成 27 年度関東学生対抗軽自動車６時間耐久
レース（10月12日・長野県）

準優勝
山内柾親（経済３）、
山崎裕也（醸造３）、
小林愛夢（醸造２）、
河内桃子（開発３）、
戸田夏紀（経済３）

ラクロス部女子
◯ �第 28回関東学生ラクロスリーグ（10月 31日・
学習院大学）

関東リーグ１部２部入替戦において、学習院大学
（１部５位）と対戦、延長戦（サドンビクトリー）
の結果６対５で勝利、１部に昇格した。

▼文化団体
社交ダンス研究部
◯ �第111回東都大学学生競技ダンス選手権大会（10
月11日・獨協大学）
団体３位
ラテンの部で中村公紀（経４）・大塩香澄（栄養３）
組　サンバ優勝／チャチャチャ３位
モダンの部で林宗親（森林４）・藤井ひとみ（バイ
オ３）組　クイックステップ準優勝
伊東俊介（醸造４）・河合美乃（化学４）組　タン
ゴ３位
◯ �第７回東部日本学生競技ダンス後期新人戦（10月
４日・首都大学東京）
団体３位
シニアの部クイック　久枝・布施組６位入賞
ジュニアの部ルンバ　佐原・荒組４位入賞
◯ �第 97回東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部
戦（11月15日・獨協大学）
モダンの部　伊東・河合組がスローフォックスト
ロット優勝
ラテンの部　中村・大塩組がサンバ準優勝
FM（フォーメーション）で準優勝
◯ �第 93回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会
（11月22日・東海大学）
団体の部で準優勝
シニア・モダンの部　　小堀森平（経済３）・正木
智子（栄養３）組が準優勝
◯ �第 60回全日本学生競技ダンス選手権大会（12月
13日・獨協大学）
モダンの部で伊東・河合組がスローフォックスト
ロット準優勝
モダンの部で林・藤井組がワルツ５位入賞
ラテンの部では中村・大塩組がチャチャチャ７位入賞

写真左：吉田匡慶・
ランヘランバ号 ／ 
写真右：服部真緒・
ホーリープレイン
チパラ号

写真左：田中奈津
乃・スーパーソニッ
ク号 ／ 写真右：原
田天馬・スーパー
ソニック号
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フォーメーションの部５位

マンドリン部
◯ �演奏会によるボランティア活動（９月17日・昭
和大学附属烏山病院のデイケア）

演奏会では、幅広い年齢の方が親しめる曲を 15 曲
以上演奏し、多くのお客様から感謝の言葉があった。
◯ �第 56回東京農業大学農友会マンドリン部定期演
奏会（11月27日）
「ルネこだいら　小平市民文化会館　中ホール」

にて開催した。

落語研究会
◯ �東京農業大学落語研究会 50 周年記念農大寄席
（12月５日・百周年記念講堂）

落語研究会は昭和 41(1966) 年に発足、今年で
創立 50 周年を迎え、これを記念して、農大寄席を
開催した。落語研究会は 50 年の歴史の中で、３人
の落語家、３人の橘流寄席文字後継者を輩出してお
り、本農大寄席では、これらのプロの方々が落語と
寄席文字実演を行った。

＜演　者＞
春風亭柳好、立川晴の輔、三遊亭時松
＜橘流寄席文字実演＞
橘右一郎、橘右之輔、橘右太治

【OBの活躍】
◯ �世界ベテランズレスリング選手権でレスリング部
OBが活躍

10 月 13 ～ 18 日にギリシアのアテネで行われた
レスリングの世界ベテランズ選手権において本学 OB
の柴田寛選手（平９農卒、現・周南市役所勤務）がフリー
スタイル 85kg 級で見事準優勝に輝きました。

同大会は 35 歳以上の選手を対象とした世界レ
スリング連合（UWW、旧 FILA）公認の大会で、
年齢区分によって出場するカテゴリーに分けられ
る。往年の名選手たちが集う中、柴田選手はＢ区分

（41-45 歳）枠で出場、見事な成績を収めた。な
お同選手は現在全日本選手権（天皇杯）の最多出場

記録を更新中のシニア現役選手でもある。

◯大相撲正代直也関が十両優勝、幕内昇進
大相撲９月場所で十両昇進した本学相撲部出身の

正代直也関（熊本県出身、時津風部屋、平 26 開発卒）
が、続く福岡・九州場所において 12 勝３敗で見事
十両優勝を果たした。十両２場所での幕内昇進を手
にした正代関の正月場所での活躍が期待される。

年　末　の　ご　挨　拶
　本年中の校友会活動につきましては、本部役員及び都
道府県（海外）支部役員並びに多くの校友会員の皆様方
に大変お世話になりました。
　東京農大校友会の発展をめざして、来年も頑張ります
ので、引き続きご指導ご鞭撻賜りますようよろしくお願
い申し上げます。
　皆様方にとって、2016 年（申年）が良い年であり
ますようご祈念申し上げます。
　　平成 27 年 12 月 25 日
　　東京農業大学校友会
　　常任理事・事務局長　小野　甲二
　　　　　　　　　　　　岡本　素子
　　　　　　　　　　　　目　裕美子
　　　　　　　　　　　　安井三己彦

伊東俊介（醸造４）・
河合美乃（化学４）組

左から一番目、胸に日の丸を付けているのが準優勝の柴田寛選手

　校友会熊本県支部（阿曽田清支部長）では、11 月
23 日に予定した十両昇進祝賀会を急遽、優勝祝賀会に
切り替え、校友約 100 名が参加して、正代関の十両優
勝を盛大に祝った。三好吉清校友会会長や蓑茂寿太郎
名誉教授らも東京から駆けつけた。


