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 平成 30 年度現役幹部役職一覧

団長 黒田　雄介

主務 藤掛　陽香

副団長 宮本　稜太

吹奏楽部長 安達　まどか

吹奏楽副部長兼著作権責任者 金井　眞生

連盟常任委員兼演奏会企画 高島　舞

新人責任者 齋藤　美佳

渉外兼器材管理責任者 渡辺　あずさ

会計 森竹　祐美

庶務兼大吹連理事 川道　結花

指揮 長橋　ひとみ

譜面管理責任者兼記録広報 佐野　綾香

ドラムメジャー 神谷　美菜子

ガードチーフ 杉野　千絵里

記録広報 手塚　美輝代

チアリーディング部長兼著作権責任者 齊藤　綾花

チアリーディング副部長 大杉　真結子

連盟常任委員 奥崎　瑛

新人責任者兼ステージ企画 小野寺　麻衣

渉外 寺田　有里

会計 高城　佳帆

器材管理責任者 丸山　梨奈

トレーニングチーフ  生田　純子

記録広報 小川　真里奈

Total（人数） 24

【団長　黒田 雄介】
本年度、立教大学体育会応援団第 87 代団長を務めさ

せて頂きます、黒田雄介と申します。
本年度のスローガンとして私共は「鑑」というものを

掲げております。近年の応援団の時代錯誤的な捉えられ
方にメスを入れるべく、このスローガンを掲げました。

本質を見極めるという意味の通り、体育会を応援する
という本質をしっかりと見据え、活動一つ一つに意義
を持たせていく事で、応援団として立教大学体育会に
貢献していくと共に、団員一人一人が人間的に成長出
来る場にして参りたいと考えております。古き良き応
援団の形はそのままに、より時代の流れに即した応援
団作りに取り組んで参ります。

一年間、全力を持って役目を全うして参りますので、
諸先輩方に於かれましては御指導御鞭撻の程、宜しく
御願い致します。

【主務　藤掛 陽香】
本年度、立教大学体育会応援団第 87 代主務を務めさ

せて頂きます、藤掛陽香と申します。
主務を務めていく中で、諸先輩方には様々な助言や励

ましのお言葉を頂き、現役部員の味方となり、支えて
下さる方々が大勢いらっしゃるという事を実感してお
ります。

支えて下さる全ての方々への感謝の気持ちを忘れない
事、そしてその感謝の気持ちを皆様に伝えていく事を常
に意識しつつ、一つ一つの活動に真摯に取り組んで参り
たいと思っております。

この一年間、諸先輩方にはご迷惑をお掛けする事も
多々あるとは思いますが、主務として立教大学体育会
応援団の為に尽力して参りますので、今後とも御指導、
御鞭撻の程、宜しく御願い致します。

皆 様、 こ ん
にちは。立教
大 学 野 球 部
109 代主将を
務めます松﨑
健造です。

昨 年 度 も 応
援団の皆様の
熱いご声援を
賜り誠にあり
がとうござい
ました。野球
部員を代表致
しまして厚く

御礼申し上げます。
昨年は、春季リーグ戦優勝、全日本大学野球選手

権優勝という目標を果たすことが出来た一年とな
りました。しかし、秋季リーグ戦では 4 位と、思
うような結果が出せず悔しさも感じた一年でした。

そこで今年度は「Go all out! Be aggressive.」
をスローガンに掲げました。どんなに苦しい時も、
辛い時も常に前だけを見て突き進み、何事にも積
極果敢に取り組んで参ります。

現在、弊部では選手・学生スタッフ・マネージャー
全員が “春のリーグ優勝” を目標に日々練習に励
んでおります。必ず目標を達成し、また皆様とパ
レードをすることが出来ますよう精進して参る所
存です。

今後とも、変わらぬご支援、ご声援の程宜しく
お願い申し上げます。

 日々精進！積極果敢にリーグ優勝を目指す！！
立教大学野球部新主将挨拶
松﨑 健造 （外野手　横浜高等学校）

 『第六十五回　六旗の下に』
●日時：2018 年 6 月 16 日 ( 土 )　開場・開演時間 未定
●会場：府中の森芸術劇場どりーむホール
　尚、チケット等詳細は現時点で未定です。　決定次第、東京六大学応援団連盟ホームページ並びに
　Twitter で公開予定です。（ホームページ公開日は未定）

 『第四十四回　東京六大学応援団連盟　合同演奏会』
●日時：2018 年 7 月 7 日（土）開場 17 時 30 分 ( 予定 )　開演 18 時 ( 予定 )
●会場：府中の森芸術劇場どりーむホール 
　チケット等の詳細については、決定次第東京六大学応援団連盟ホームページで公開予定です。

 『平成 30 年度　六旗会』（当番校は明治大学）
●日時　：11 月の日曜日
●会場　：明治大学駿河台キャンパス（御茶ノ水）内施設で調整中です。
　会費等詳細は秋の会報でお知らせ致します。

【編集後記：芙蓉の高嶺】
 今回編集後記の依頼をされ、改めて漢字「援」の成り立ちを調べてみた。「爰」手と手の間・ゆったり・ゆとり。「日」偏でア

タタカイ。「糸」偏でユルム。「手」偏で手を差し伸べ引くタスケル。OBOG 会も今後、目的別会計へと変更し、金銭的な現役援
助内容が明確と成るとのこと。応援・支援・援助、OB として第 87 代応援団にも様々な型で「援」を提供して行きたい。（S55 卒 M）

OBOG 会会員の必需品、エンブレムとネクタイの販売を行っています。
多くの会員の皆様からの御要望に応えて、販売を再開いたしました。販売個数は

限られておりますので、お早めにお求めください。
エンブレムは単価 5,000 円税別、ネクタイ（団旗模様）（R 模様）は各単価 3,000

円です。なお、ネクタイ（団旗模様）と（R 模様）を 2 本セットでお買い求めいた
だいた方にはセット価格 5,000 円（税別）とさせていただきます。※ 商品はレター
パック 510 円（購入者負担）にてニューズプランニング（株）より発送いたします。
（幹事長 細川 義洋）

 エンブレム・ネクタイ販売のご案内です。

脱着しやすいマ
グネットホルダ
Type

エンブレム
直径約 9cm

長 さ 1.5M、 剣 先
9.5cm×4cm のバー
バリサイズです
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平成 30 年 2 月 17 日 ( 土 )、西池袋東京セミナー学院会議室において平
成 30 年度 OBOG 会総会が開催されました。本年度は役員の改選の年で
あり、また、創部 90 周年となる２０２１年へ向けた準備を進めるため、
例年の日程よりも早い時期に総会が開催されました。

総会では平成 29 年度決算認定２議案、OBOG 会会則の改定及び役員改
選の４ 議案の承認と現役の活動状況など２報告が行われました。

総会の議事録を同封いたしましたので、ご確認ください。
なお、総会終了後、立教大学池袋キャンパス第一学生食堂で 平成 29 年

度旧幹部送別会が予定されていたことから、本年度は総会終了後の懇親会
は行いませんでした。( 幹事長 細川 義洋 )

 小野会長信任のご挨拶
2 月 17 日に開催されました OBOG 会総会におきまして、会長としてもう一期（2 年）、

ご信任いただきました。引き続き現役学生への支援、OBOG 会の発展のために、微力
ながら務めさせていただきます。

立教大学体育会応援団は 3 年後の 2021 年に創部 90 周年を迎えます。記念事業の実
行委員会も立ち上がります。

新時代にそなえ、OBOG 会の主たる役職の変更を行いました。よろしくお願いいたし
ます。

 平成 30 年度 OBOG 会総会のご報告
顧問 松本 三男（S39卒L）
顧問 福島 郁哉（S40卒B）
顧問 澤野（小松）真理子（S56卒C）
会長 小野 藤太郎（S54卒L）
副会長 伊東 直樹（S60卒B）
副会長 鈴木 隆子（S61卒C）
副会長 風間　進（S62卒L）
幹事長 細川 義洋（S62卒B）
会計 浅井　雅（H2卒L）
監督 星　淳一（S62卒L）
連盟先輩理事 澤栗　稔（S60卒L）
監査 大西 康之（S58卒L）
監査 工藤 秀夫（S61卒B）

OBOG 会執行役員 / 顧問 / 監査

● OBOG 会新執行役員

福島顧問（写真上）と工藤監査（同下）
へ贈られました。

 感謝状と記念品が贈呈されました
　福島郁哉顧問（S 40 卒 B）並びに工藤秀夫監査（S 61 卒 B）
に感謝状と記念品が総会にて贈呈されました。

OBOG 会の功労者に対する顕彰基準に基づき、お二人のこ
れまでの現役部員に対する指導及び援助を顕彰するもので、
小野会長から贈呈されました。３年前の故榎本四郎名誉会長
に続く第 2 号、第 3 号の顕彰となります。

また総会後、旧幹部送別会で新たに 33 人が OBOG 会の一
員になられました。
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 OBOG 会費納入のお願い
OBOG 会では、会員同士の親睦と現役学生の活動支援の為、会費納入をお願いしております。
尚、会費のうち学生支援金につきましては春夏の合宿、新人勧誘、外部指導者費用等、応援活動の援

助に充てております。現在、応援団は学業を優先しながらも、幅広い応援活動を行っており、渉外活動
も限られる中、部費徴収を行っても尚、厳しい財政状況が続いております。OBOG 各位におかれまして
は、諸事ご理解の上、何卒、よろしくお願いいたします。

■ 会　費
平成 26 年から 30 年ご卒業 5,000 円 (OBOG 会運営費 1,000 円、学生支援金 4,000 円 )
平成 25 年以前にご卒業    8,000 円 (OBOG 会運営費 4,000 円、学生支援金 4,000 円 )
同封の郵便振替用紙をご利用頂きますと手数料が OBOG 会負担となります。 尚、振替用紙の通信欄

には運営費金額、学生支援金額の他、寄付金記入欄も印字しています。寄付金をご納入頂ける方は、（　）
内に金額をご記入頂きますよう、お願い申し上げます。

また、郵便振替用紙の金額欄には、お振込みいただく金額の合計をご記入下さい。
銀行への振込をご希望の方は、以下の振込先までよろしくお願いいたします。尚、銀行振込の場合、

振込手数料は、ご本人負担となりますので、よろしくお願いいたします。
■ 銀行振込の場合の振込先
三井住友銀行 池袋支店 普通 625914 立教大学応援団 OBOG 会 会計委員 細川義洋
三菱東京 UFJ 銀行 池袋支店 普通 361078 立教大学応援団 OBOG 会 会計委員　細川義洋
( 会計 浅井　雅 )

 現役各部の代表者による学生支援金への御礼
●団長 黒田雄介

OBOG 諸先輩方におかれましては、平素より我々現役部員に多大なるご支援を頂き、心より御
礼申し上げます。中でも、OBOG 会費を通してご支援頂いている学生支援金の存在は、我々現
役部員の活動の大きな支えとなり、活動の幅を広げる事にも繋がっております。特にリーダー部
では、春夏合宿内容の充実、新入生勧誘活動の質の向上を図ることが出来ております。今後のリーダー部の
更なる盛り上がり、そして応援活動のレベルアップのためにも、引き続きのご支援の程、宜しくお願い申し
上げます。
●吹奏楽部長 安達まどか

本年度吹奏楽部長を務めております、安達まどかと申します。
OBOG 諸先輩方には日頃より多大なる御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
中でも学生支援金という温かな御支援は、春夏季合宿の充実や、吹奏楽部ではプロコーチを招

き、御指導頂くことに活用させて頂いております。
学生支援金は私達の活動の幅を広げ、更なる技術向上や豊かなサウンド創りの大きな支えと

なっております。今後も吹奏楽部一同、更なる向上を目指して参りたいと思いますので、変わらぬ御支援、
御協力の程宜しく御願い致します。
●チアリーディング部長 齊藤綾花

本年度チアリーディング部長を務めております、齊藤綾花と申します。
OBOG 諸先輩方におかれましては、日頃より多大なるご支援ご協力頂き、厚くお礼申し上げま

す。この度は、学生支援金という形で皆様の温かいお心遣いを頂き、部員一同身が引き締まる思
いでございます。チアリーディング部は現在、総勢 40 名で活動しております。次第に部員が増
加している中、春夏合宿の充実やプロコーチへのご依頼等、技術向上に大いに活用させて頂き、
更なる部の発展に尽力して参る所存でございます。今後とも変わらぬご厚誼ご指導を賜ります様、宜しくお
願い申し上げます。

 各地での応援団 OBOG 会
● 2017 年 11 月 14 日、名古屋市近隣に在住される応援団 OBOG の名古屋
会が開催されました。
　中村信介先輩（昭和 52 年卒Ｌ）のお声かけで、立教大学応援団 OBOG 会
名古屋会が立ち上がりました。初めてお会いする先輩方でしたが、楽しい時
間を過ごさせていただきました。今回は８名の少人数でしたが、まだまだた
くさんいらっしゃるかと思います。これを機に、会が大きくなっていくこと
を期待します。（投稿：石井美香・平成 2 年卒 C）

●「応援団 OBOG 会近畿の会」も立ち上がります！！
　関西 2 府 4 県にお住まいの応援団 OBOG の皆様、ぜひご参加ください。
　発起人　福原 章（昭和 47 年）、那須輝久（昭和 52 年卒）、天本博文（昭和 56 年卒）
　■日時　平成 30 年 6 月 3 日（日）15：00 〜
　■会場　ＲＯＡＳＴ ( ロースト )　大阪市北区中之島 3-2-4 
      中之島フェスティバルプラザ 2F　TEL.06-6227-5112
　■会費　4,000 円　記念品として OBOG 会員章（写真右下）を差し上げます。
　　連絡先　 那須輝久：携帯 090-6914-8780  aloha_2.7_teruhisa@yahoo.ne.jp
  天本博文：携帯 090-5096-1055  iron.hiro.al@ezweb.ne.jp

会長　小野藤太郎

副会長
伊東 直樹

副会長
鈴木 隆子

副会長
風間　進

幹事長
細川 義洋

会計
浅井　雅

監督
星　淳一

連盟先輩理事
澤栗　稔


