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３ ７ １ 名

今年の総会は８月２５日（土）に開催
昨年は、千葉大学水泳部創部５０周年にあたり、１１月１８日（土）、東京表参道のホ
テルフロラシオン青山で盛大に祝賀パーティーを開催しました。遠方にお住まいの方、あ
いにく仕事が入っていた方など、都合がつかない方も多い中、来賓、ＯＢ・ＯＧ、現役合
わせて約１５０名の方が参加され、３時間という短い時間ではありましたが、近況報告で
盛り上がり、次回の記念パーティーでの再会を約束しながら散会となりました。
さて、平成１９年度の葉泳会総会は，８月２５日（土）に西千葉プールで行われる葉泳
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１８年度報告（活動・会計）
２ 平成１９年度方針（活動・予算）
３ 役員改選
４ 現役活動報告
５ その他
○懇親会の部（17:00～ 於：学内カフェテリア）
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１８年度総会風景（平成１８年８月１９日 あいにくの雨でした。
）
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会長挨拶に代えて

新年度のスタートに際して

（
“創部 50 周年記念パーティー”をふりかえって）

葉泳会会長 ４５年卒 今田哲司
昨年 11 月 18 日（土）に千葉大学水泳部創部 50 周年
の記念パーティーをホテル・フロラシオン青山で開催さ
せていただき、総勢およそ 150 名のご参集を仰ぎまし
た。
現役諸君はもとより、全国からＯＢ・ＯＧの約３分の
１の方々がご足労いただいたことになります。今更なが
ら感謝の念に堪えません。
思い起こすに、２年程前から準備に取りかかり、途中
の怠慢を諸先輩からの叱咤激励で支えられ、何とか辿り
つけたというのが本音かも知れません。当然のことなが
ら、出席者数が読みきれないのが、一番の不安用材でし
た。最低の予想では１００名に満たない数値、Ｍａｘで
は２００名との予想で走っていたものの、掴みきれない
状態は間際まで続きました。その間、たくさんの会員と
接点を持ち、介護やのっぴきならない事情等により、ご
本人の意思とは反対に欠席の通知を甘んじて受ける経
緯も多々ありました。また、既に鬼籍に入られた方でも、
あの方なら必ずや出席されたであろうと万感の思いを
込めて、当日はあいさつをさせていただきました。
翻って、主催者側の事務局として、みなさんに旧交を
温めていただき本当に楽しんでいただけたかどうか、い
ささか疑問の残るところです。
先達の受け売りながら、人の生き方として「学ぶ」
「愛
する」
「使命を果たす」ということを、僭越ながら述べ
させていただきました。昨今、ニートや学校崩壊に象徴
され、学ぶということがあたかも商品のように目的化さ
れ、
「この勉強は何の役に立つのか」と短絡的に扱われ
ています。本来、学ぶことは未知なるものへの希求であ
り、姿勢そのものが尊ばれるべきものであると「下流志
向」の著者は嘆いています。また、愛するということは、
品格という言葉を正にクローズアップさせた「国家の品
格」の著者・藤原正彦さんが、風前のともしびと化しつ
つある思いやりの心「惻隠の情」を愁う気持ちに通じま
す。少なくとも、後輩諸君には短絡的なものの考え方で
はなく、視野の広いロングスパンな感慨を抱いて欲しい
と願っております。
私ども当期の役員は創部５０周年を大きな節目とし
て、これまでになった組織に一方ならぬ心配り・気配り
をしてくださった大先輩・先生方・石川さんに心から感
謝し、維持支えてくれた葉泳会の諸氏、並びに後に続く
現役諸君に心から敬意を表するものです。将来の１００
周年、２００周年の礎を築くことの使命を強く感じて務
めさせていただきました。至らぬ点は数多くあったのも
事実ですが、役員各位は着実にこなしてくれましたし、
現役諸君は献身的に動いてくれました。設営に当たられ
た方々にも敢えて御礼申し上げますとともに、全てのご
参集の皆さまの笑顔に、統括責任者として心から御礼申
し上げる次第です。
今後は、前述しましたように当日出席が叶わなかった
方々のためにも、６０周年、７０周年といった区切りの
早い時期の再会を期待したい。また、そういったお声も
数多く頂戴しております。そのような中にあって、現在、
事務局のほうでは徐々にではございますが、当日の様子
を『千葉大学葉泳会』のホームページに反映させており
ますので閲覧いただければ幸いです。
おわりに、千葉大学水泳部・葉泳会の更なる発展と会
員諸氏相互の絆を、たとえ“細く”とも“永く”つなげ
ていけるよう心から願うものです。

水泳部主将 理学部３年 和田聖己
今年度も男子 5 名、女子 2 名の新入部員を迎え、総
勢 38 名でこの水泳部が新たなスタートを切りました。
新入生は人数こそ多くありませんが、全員が水泳に対
し熱い気持ちを持ち、練習に取り組んでくれる人ばか
りで、2～4 年生も大いに刺激を受けています。
今年も待ちに待った水泳シーズンが始まりました。
例年ですと 6 月の西千葉プールでの水中練習は寒さと
の戦いになりますが、今年は梅雨入りが遅れ好天が続
いているおかげで、水温も 26℃程度とかなり良い環境
で毎日練習できています。
6 月 23,24 日には、
“全国公男女団体権獲得”という
部活全体の目標のかかった東部国公立水泳大会が平塚
総合体育館のプールで行われます。この文章が葉泳会
のみなさまに届くころにはすでに大会が終了し、結果
が出ていると思いますが、良いご報告ができますよう
に水泳部一丸となって日々トレーニングを重ねていま
す。
また、今年の主な大会では
7月1日
関東学生夏季公認記録会
～相模原市立総合プール
8 月 3～5 日
関東学生選手権水泳競技大会
～東京辰巳国際水泳場
8 月 8、9 日 全国国公立大学選手権水泳競技大会
～神戸市立ポートアイランドスポーツセンター
8 月 21、22 日 関東甲信越大学水泳競技大会
～栃木県立温水プール館
9 月 7～9 日
日本学生選手権水泳競技大会
～東京辰巳国際水泳場
以上のように公式大会があります。お時間がありま
したら、ぜひとも大会会場に足をお運びいただき、現
役部員が奮闘している姿を見ていただければ部員の励
みになると思います。
最後になりますが、葉泳会の皆様の現役部員に対す
るご指導、ご支援に感謝いたしますとともに、これか
らもいっそうのご支援をお願いして、文章の締めくく
りとさせていただきます。今年も一年よろしくお願い
いたします。
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創部５０周年記念パーティー風景
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今田会長あいさつ

阿部顧問あいさつ

石川コーチあいさつ

下永田コーチあいさつ

和田主将あいさつ

鈴木明さんによる乾杯

創部時代に活躍したシニアＯＢたち

葉泳会を支える中堅ＯＢたち

これからの活躍が期待される若手ＯＧ・ＯＢたち

水泳部員たち

総会の様子は、葉泳会のページで見ることができます。http://www.youeikai.com/
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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、９月に現役新役員との顔合わせと５０周年記念イベントの準備のため、年
が明けてから５月と６月に、１９年度の総会開催に向けて案件を整理するため、計３回開かれました。
５月、６月の役員会では、５０周年記念イベントを節目に、今後葉泳会をどのように運営していくかということが
議論になりました。
葉泳会は、現役への援助と会員の親睦が活動の目的ですが、会員数が増えても援助額の増加に結びついていないこ
とが大きな悩みです。会費の納入額が伸び悩んでいるのは、葉泳会と葉泳会会員との関係が希薄になっているのでは
ないか、葉泳会の役員にあまり新陳代謝がないことも一因ではないか、などの議論をしてきました。また、一部の役
員に偏っている事務局の負担を、複数の役員に分散させて軽減を図ることも課題となっています。
今年は役員改選の年ですので、改選にあたっては、これらの課題に対応していく必要があります。
今年の葉泳会総会では、規約改正と役員改選を諮る予定ですので、是非総会に出席下さいますようお願いいたしま
す。
現役からの連絡によりますと、６月に開催された東部国公立大学水泳大会で、女子が団体４位、男子が団体６位と
なり、神戸に遠征となります。現役援助のため、会費の納入について特段のご配慮をお願いします。

◆会費納入のお願い
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

◆水泳部のホームページリニューアル
現役の努力により、水泳部のホームページがリニ
ューアルされました。ＵＲＬは左下の水泳部の連絡
先に書いてありますが、葉泳会のホームページから
入ることもできます。 http://www.youeikai.com/

◆住所不明者の探索
例年、住所不明者の探索を電子メールで依頼して
いますが、今年も葉泳会通信発送結果に基づき探索
を行います。ご協力をお願いします。

◆創部５０周年記念アルバムＣＤの頒布
水泳部創部５０周年記念として作成したＣＤアル
バム（写真集、文集）の在庫がまだあります。欲し
い方は、事務局までお知らせ下さい。

品川史彦 宛

◆葉泳会連絡先
会 長

今田 哲司

理事長

森田恒世

事務局

鈴木正雄

kaichou@youeikai.com
rijichou@youeikai.com
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://akiba.geocities.jp/sekainomama/
マネージャー suieibu@youeikai.com
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〔編集後記〕
葉泳会通信第８号をお届けします。昨年の葉
泳会活動の中心は、なんといっても水泳部創部
５０周年イベントの準備でありました。会場の
手配、出欠の問い合わせ、記念アルバムの制作
など、結構ホネでありましたが、葉泳会役員の
持つノウハウを生かし、無事？終了することが
できました。
今年の葉泳会通信では、出席できなかった方
にも５０周年の雰囲気を味わってもらうため、
従来の「会員だより」のかわりに、５０周年記
念パーティーの写真を掲載しました。
写真がモノトーンでちょっと見づらいです
が、葉泳会ホームページにはカラーでアップし
てありますのでご覧下さい。

