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会 員 数
３ ６ １ 名

今年の総会は８月１９日（土）に開催
今年はトリノオリンピックでの荒川静香、ワールドベースボールクラシックの王ジャパ
ンが日本全国を大いに沸かせました。ワールドカップの日本代表はちょっと期待はずれで
したが、スポーツが多くの人を感動させる力があることをアピールしました。北京オリン
ピックでは日本の水泳陣の活躍が大いに期待されます。
さて、平成１８年度の葉泳会総会は，８月１９日（土）に西千葉プールで開催される葉
泳会戦にあわせて開催します。時間は昨年と同じ行く、１２時から葉泳会戦、１６時から
総会です。１７時から、西千葉キャンパス内のカフェテリアで懇親会を行います。
＜葉泳会戦次第＞
〇前半（12:00～）
２００m メドレーリレー
２００m 個人メドレー
１００m 自由形
１００m 背泳ぎ
１００m バタフライ
１００m 平泳ぎ
〇後半（14:00～）
４００m 個人メドレー
５０m 自由形
５０m 背泳ぎ
５０m バタフライ
５０m 平泳ぎ
２００m フリーリレー
〇水球

＜総会次第＞
○総会の部（16:00～）
１ 平成１７年度報告（活動・会計）
２ 平成１８年度方針（活動・予算）
３ 創部５０周年記念パーティー開催（報告）
４ 現役活動報告
５ その他

○懇親会の部（17:00～）
１ 現役紹介
２ ＯＢ紹介
３ 現役表彰（スイマー・オブ・ザ・イヤー）

平成１７年度総会風景（平成１７年８月２４日）
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千葉大学水泳部・
創部５０周年に向けて

主将挨拶

葉泳会会長 今田哲司

3 年 棚井悠

前会長佐藤弘さんからバトンタッチを受け、前回に引
き続き５０年の思いを述べさせていただきます。昭和３
０年に千葉大学水泳部が松戸の園芸学部の、正にプール
のような用水池から産声をあげ、今年で５０年を経過し
ようとしています。日進月歩の現代にあって、１０年ひ
と昔を考えると何とも気の遠くなるような話でもあり
ます。
「よくぞ千葉大学水泳部の DNA が、５０年の間
脈々と受け継がれてきた」と感謝せざるを得ません。歴
代の諸先輩に敬意を表すとともに後輩たちが伝統を支
えてきてくれたお蔭と、今更ながら感じ入っておりま
す。

先日、東部地区国公立大学水泳競技大会が平塚市総
合体育館のプールで行われ、男子団体８位、女子団体
２位という結果を残しました。男女とも昨年よりも一
つずつ団体順位を上げることができ、女子は昨年に引
き続き８月に広島で行われる全国国公立大学選手権水
泳競技大会の団体出場権を獲得することができまし
た。選手によって、満足のいくタイムが出せた人、出
せなかった人はいますが、今年のチームの目標として
チーム力の向上というものを第一に考えていたので、
チームとして良い結果が出せたことは、とても良かっ
たのではないかと思います。

私が入学しました昭和４１年当時は、俗に言う附属中
時代です。西千葉キャンパスは至る所ジャリ道で、稲毛
寄りのキャンパスの外れに観客席のスタンドを備えた
立派な２５ｍプールがありました。記憶は定かではあり
ませんが、４月の下旬がプール開きで、兎に角寒くて冷
たい記憶と、暖かくなればなったで、耳垢ならぬアオミ
ドロ垢が体の穴という穴から採取できました。それでも
病気になる者はついぞ聞いたことがありませんでした
ので、アオミドロは清潔で今の青汁のような存在だった
のかもしれません。入部しようとしたハンドボール部が
見つからず、同クラブの存在を何とはなしに尋ねた人
が、たまたま口の上手い蟹のような方だった。後にトヨ
タ自動車でご活躍の御園先輩でした。わずか百米ぐらい
は泳げるというささやかな自負だけで甘い口車に乗っ
たことが水泳との関わり始めでした。また、私にとって
酷寒のプールでクロール・平泳ぎと泳がされた挙句に、
即、泳いだこともないバックで事も無げに『バックに決
定』と断を下した佐藤弘先輩の、口にこそ出さない“見
込無し”の確定を、その温かさで包んでくれた事が印象
深く思い出されます。

僕らは「切磋琢磨」という部の指針を打ち立て、そ
れに沿ってチーム全体の力を強化していこうと考えま
した。そして、今まで週に１度しかなかった部員全体
で練習する機会を、３回に増やすなど、部活に関わる
ことは何事もチーム全体でやっていこうと考えまし
た。もっとも、いろいろな考えや目標を持った選手を
一つにまとめ上げて、部として一つの目標を目指して
いくということは簡単なことではないし、水泳経験の
差から泳力に差があるのはしかたがないことです。し
かし、選手１人１人が持つ、チームに対する気持ちや
考えは一つでなくてはなりません。だから、みんなが
バラバラにならないよう僕はチーム全体を常に意識し
てきましたし、それが一定の成果を得られたのではな
いかと思います。実際に、一緒に練習する機会が増え
たことで、仲間のことも今まで以上に知ることができ、
部内にライバルを見つけ、まさに互いに「切磋琢磨」
して向上していくという状況が生まれてきたように感
じます。さらには同輩の横のつながりだけでなく、先
輩後輩の縦のつながりをも強化することができたので
はないかと思います。

そんな浅はかなスタート台から私の４年間は始まり
ました。以降は不謹慎ながら、研究室は趣味の学問に徹
し、聴きたい講義は学部を越えて聴講、体育は４年間ハ
ンドボールを専攻して当時の宮本教授に不思議がられ
ました。しかし、大学４年間の授業の配分は、さながら
『水泳学部』というに相応しい結果となってしまいまし
た。松本・新潟・前橋・横浜と関甲信の大会にまつわる
試合の経過とその後の旅行遍歴は、それぞれに味のある
ものでした。また、ひとつ下の代の森田恒世君を始めと
した数々のツワモノ達と、創成期に次ぐ第２の黄金期到
来と豪語して憚らない時代に一緒に泳げたことを何よ
りの喜びとしています。そして、キャプテン多田を筆頭
とした我々４５年卒の花道を関東学生選手権２部昇格
で祝ってくれた事を感慨深く思い出しております。

またチーム力向上の成果は、この東部地区国公立大
学水泳競技大会を初め、多くの記録会でも発揮されて
きました。先日の関東学生夏季公認記録会でも多くの
人が自己ベストを出すことができ、その内の何人もが
全国国公立大学選手権や関東学生選手権の参加標準記
録を突破することができました。みんながもっともっ
と速くなれる大きな可能性を持っていて、僕は主将と
して、選手全員がその力を発揮できるような環境をし
っかりと整えていかなければならないと考えていま
す。これから８月のシーズンに向けて、チーム一丸と
なって頑張っていけるよう、幹部として主将として、
僕に何ができるのかをよく考えて行動し、最高の形で
シーズンを迎えられるように尽力していきたいと思っ
ています。

数ある懐かしい思い出の全てを記すことは到底でき
ませんが、会長職として来る１１月１８日（土）表参道・
ホテルフロラシオン青山にて開催の千葉大学水泳部・創
部５０周年記念パーティーで皆様方とともに心からお
祝いし、語らい、邂逅を祈念申し上げたいと思っており
ます。追ってご案内申し上げる手筈となっておりますの
で、数多くの皆様のご参集をお願いするものです。

◆ 現役の行事予定参照のご案内 ◆
下記の URL により、インターネット画面上で水
泳部の行事予定が参照できます。ただし、Yahoo の
ID を持つ人に限られます。
（ID の取得は無料です。
）
http://calendar.yahoo.co.jp/chibaswim
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創部５０周年記念パーティーへのご案内
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今田会長の挨拶にありますように、２００６年は創部５０周年の年です。秋に記念パーティーを開催することは、
すでに葉泳会通信でお知らせしているところですが、開催日時が以下のとおり決まりました。
草創期から今年まで、５０年にわたって水泳部の伝統を築いてきた葉泳会・水泳部の関係者が、一同に会し、旧交
を温める貴重な機会ですので、万障お繰り合わせのうえご出席下さい。
なお、役員有志で、葉泳会の皆さまの協力を得て、記念アルバムを作成中です。写真や原稿が思ったように集まら
ないため、四苦八苦していますが、CD 化してパーティーでお渡しいたします。アルバム作成に引き続きご協力をお
願いします。
～～ 記念パーティー開催日時 ～～
日時 平成１８年１１月１８日（土）
午後３時 ～ ６時
場所 ホテルフロラシオン青山
（地下鉄「表参道」下車６分）
※開催案内は、９月頃、改めてお送りします。
右記の画面は、以下のＵＲＬで見ることができます。
http://hamabell.hp.infoseek.co.jp/album-top.html
※葉泳会ホームページからも入れます。
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会員だより
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（昨年の総会出欠はがきからの抜粋）
○３月で仕事も終わり、毎日が日曜日になりました。
（昭和３６年卒 塚田）
○生活のため、ボケ防止のため、まだ勤めを民間の組合でやっております。千葉大水泳部のますますの躍進を祈
念いたします。
（昭和３７年卒 出渕）
○今月初めまで、６週間に渡り豪州からの留学生が我が家にホームスティし、その間息子達や孫も遊びに来て賑
やかでした。８／１７～２０は全国高校総体が千葉県で行われ私も競技委員として参加します。今は夏休みで
すが、また９月から水泳指導が始まります。その他いくつかのボランティアに明け暮れています。
（昭和４４年
卒 藤本：旧姓白井）
○養護教諭２年目になりした。５人のこどもたち（１５～３才）もそれぞれ大きくなったので、少しだけ広い家
に引っ越しました。
（昭和５９年卒 倉崎：旧姓矢野）
○プールから足が遠のいて久しいですが、今年の夏ははじめて娘とシュノーケリングをしました。楽しかったー！
（昭和６２年卒 中島：旧姓大桶）
○自営の学習塾は、満席状態が続いています。現役のみなさん、ご苦労様です。塾講師待っています。
（平成２年
卒 河角）
○春に一大決心して、ダイエット＋水泳を始めました。超気合い十分で強行し、８９→７０Kg までサイズダウン
しました。残念ながらゴルフのスコアは１００の上下で行ったり来たりしています。
（平成８年卒 内澤）
○４／２１女の子を出産しました。真奈といいます。今は家族３人で楽しく過ごしています。さすが水泳で知り
合った２人から生まれた子。水の音が大好きで、お風呂ってわかるとすぐ泣きやみます。
（平成１１年卒 林田：
旧姓青江）
○協力隊員として昨年４月よりアフリカのマラウイという所に理数科教師として活動しています。帰国予定は来
年４月です。
（平成１２年卒 斉藤）
○８月６日に結婚式を挙げました。とうとう本格的に千葉に骨をうずめることになりました。これからもよろし
くお願いします。今年は５年生３８名の担任をしています。
（平成１４年卒 向井田）
○入社以来、毎日毎日金庫番です。葉泳会では硬貨運びで鍛えた肉体美を披露します！（平成１６年卒 田中）
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役員会だより
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葉泳会の役員会は、昨年８月の総会後の１０月、年が明けた５月、６月の計３回開かれました。
役員会の目的は、現役の支援と会員の親睦促進です。現役の活動には年間１００万円ほどかかり、そのうちの約半
分を葉泳会で援助しています。葉泳会の会員数は毎年増えていますが、会費収入は伸び悩んでおり、援助額もここ数
年据え置きとなっています。葉泳会会員の皆さん、会費の納入をよろしくお願いします。
現役の活動状況ですが、女子が東部国公立２位で、団体で全国公へ進出、男子は標準記録突破者が、個人で参加と
なります。新入部員は経験者が多く、期待できるとのことです。
今年は、創部５０周年を記念してパーティーを開催しますが、いったい何人ぐらい来るのだろうということが話題
になっています。現在、会員数は３６１人ですが、参加者を２００人以上と見込む楽観派と１００人程度と見込む悲
観派？に別れています。会場は、２３０人まで入れるようにしましたので、是非出席をお願いします。

◆会費納入のお願い

◆住所不明者

会費は葉泳会の活動になくてはならないものです。
現役の援助のためにも，会費の納入をお願いします。
また，現役から送られてきた活動報告を今年も有償
とします。会費の納入は以下に従ってお願いいたしま
す。
１ 納入金
会費
１口２０００円（何口でも可）
活動報告代
１０００円
合計
３０００円
２ 納入先
（１）銀行振込の場合
受取人 千葉大学葉泳会
千葉興業銀行 千葉支店
普通預金 ０１８７４１１
（２）郵送の場合
品川史彦 宛

◆葉泳会連絡先
会 長

今田 哲司
kaichou@youeikai.com

理事長

森田恒世

ｅメールアドレスや携帯電話の普及で、住所を追
跡しやすくなりましたが、依然として以下の方々
の住所が不明となっています。
ご存じの方は事務局までお知らせください。
１９６４年卒 佐藤、安原
１９６６年卒 田中
１９６７年卒 川辺
１９７６年卒 岡本、田中、小松
１９７９年卒 目沢、柳田
１９８０年卒 水野、関根、三浦
１９８４年卒 石山
１９８５年卒 伊関、白井
１９８６年卒 請川、真鍋
１９８９年卒 沼田、大森
１９９１年卒 村松
１９９２年卒 鈴木
１９９３年卒 千葉
１９９４年卒 永家
１９９６年卒 清水
１９９７年卒 岩島
１９９８年卒 井上、関、西川
１９９９年卒 高橋

rijichou@youeikai.com
事務局

鈴木正雄
jimukyoku@youeikai.com

会 計

品川史彦
kaikei@youeikai.com

水泳部

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３
千葉大学体育会水泳部
http://sour.raindrop.jp/swim/
マネージャー suieibu@youeikai.com
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〔編集後記〕
葉泳会通信第７号をお届けします。葉泳会の
課題は、現役への支援金集めと創部５０周年記
念事業です。この話題は毎年クドクド書いてい
るので、葉泳会通信が届くと、
「あ、会費を払わ
ないと・・」と思うのではないでしょうか。実
はそう思ってもらえれば、この通信を送る意味
が出てきます。
葉泳会通信のフォーマットが、編集者の高齢
化に伴い、マンネリ化してきました。なんとか
せねば、と毎年反省しています。いいアイデア
があったら教えて下さい。お助けマン（ウーマ
ン）の登場、大歓迎です。Help me !

