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平成１９年度総会風景（平成１９年８月２５） 
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会 員 数  ３ ８ ３ 名 

今年の総会は８月３０日（土）に開催 
今年の梅雨は早く明け、暑い夏になりそうな気配です。北京オリンピックが間もなく開

催されますが、北島康介は二冠をとれるのか、英国スピード社の水着は本当にタイムが縮
まるのか、など話題がつきません。 
 さて、平成２０年度の葉泳会総会は，８月３０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）



－2－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会長あいさつ（『別無工夫』） 

 

葉泳会会長 ４６年卒 西本好男

水泳部近況報告 

 

水泳部主将 教育学部３年 工藤俊輔

 千葉大学水泳部創部５０周年記念パーティが、１５０名

以上の方に参加を戴き盛大に挙行されて、１年になります。

改めて今田前会長をはじめ、数年前から色々とご尽力を戴

いた方々に感謝申し上げる次第です。 

私が千葉大学の水泳部に入部して以来４０年、その間西

千葉のプールに顔を出せない期間もありましたが、今また

水泳部のＯＢとして何かお役に立てる機会を戴き、大変嬉

しく、また責任を感じる所です。 

 入学してどの部に入ろうかと思案していた時、学食で高

校の水泳部の先輩に会い、スープのような確か３０円のカ

レーライスを食べながら｢千葉大に水泳部はあるのですか

ね？｣と聞いたら、｢プールは無いけど中学校のプールで泳

いでいるみたいだよ。｣と聞いて覗きに行ったのが運の尽

き。明日対抗戦があるから泳げと言われてまだ入るとも言

わないのに泳がされたのが最初でした。入ってみると、建

築学科の先輩で同じバタフライの小林さんという、見るか

らに土建屋の親分がいて、蛸部屋に押し込まれてしまいそ

れ以来抜けられず卒業までという羽目になってしまいま

した。 

 現役時代は、非常に練習嫌いで、いかにサボって楽をし

てその日の練習を終わらせるかと言うことばかり考えて

いる不届きな部員であったような気がします。 

今からでは遅いですけど、もう少しまじめに練習してお

くべきであったと思っています。そのようなことを反省し

ている時、｢別無工夫｣と言う墨蹟（臨済宗の高僧である夢

窓疎石（1275～1351）の墨書）に出会いました。「別無工

夫」は、「別に工夫無し」と読みます。 

誰でも人生の底にいるとき、そんなときって、どうして

も底から早く抜け出そうと、あれこれと自分なりに工夫し

たくなる。でも、そんな工夫は不要だということです。 

 現代風に解釈すれば、どんな時もどんな場所にいても、

ただ己の最善を尽くせということ、環境や相手に合わせて、

打算で手を抜くことも、意気込んで大切なことを見落とす

こともなく、淡々と同じように真摯であれと。そこに余計

な工夫は必要ない。 

水泳でもスランプの時があります、その時自分なりに工

夫し、プルやキックの仕方やタイミングを変えたりと色々

悩むと思います。その時基本に返ってただ黙々と泳ぐ、そ

の中から答えが出てくるのではないでしょうか、小手先で

解決は出来ないと言っているのだと思います。 

私はいつも小手先の事しかしてこなかった、４０年前に

｢別無工夫｣に出会っていれば・・・・、と思うのですが、

こうした思いは４０年間の経験の重なりを経て、初めて気

がつくものかも知れません 

今年は、男子３名、女子１名の新入部員を迎え、総勢

３１名となりました。新入生の人数は少ないですが皆、

練習に対する意欲が高く、先日行われた夏季公認記録会

では千葉大新記録を出す者もでて、部全体に大きな刺激

をもたらしています。 
 先日、東部地区国公立大学水泳競技大会が平塚市総合

体育館プールで行われました。 
結果は男子７位、女子３位となり、女子は昨年に引き続

き８月に行われる第 55 回全国国公立大学選手権水泳競

技会の団体権を獲得しました。昨年の９月から「男女全

国公団体権獲得」を目指して練習してきて男子が団体権

を逃したことは残念ですが、男女共に多くの標準記録突

破者がいますし、それに続く大きな大会に向かって部員

一同頑張っています。 

今年度の大会は 
８月１～３日 第81回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   第 55 回全国国公立大学選手権水泳

競技会/福岡市立総合西市民プール 
８月２１，２２日 第 57回関東甲信越大学体育大会/群
馬県営敷島水泳場 
９月５～７日   第 84 回日本学生選手権水泳競技大

会/東京辰巳国際水泳場 
 となっています。今年の全国公ではリレー、個人共に

決勝進出、関甲信では女子３連覇、男子優勝を目指して

います。また個人でのインカレ突破者も出ています。 
お忙しいとは思いますが、ぜひとも大会会場に足を運ん

でいただき観戦していただければ部員の励みにもなり

ますので宜しくお願いします。 
 
７月に入って、水泳部は週５回（月、火、木、金、土）

の朝練（土曜は大学プール、それ以外はセントラル）と

週５回（月、火、水、木、金）の午後練（水曜は新習志

野、それ以外は大学プール）を行っていて、月、木の午

後と土曜の朝を必席とし全員で練習しています。大学プ

ールの水温は２５～２６℃位で安定し、比較的良い条件

で練習することが出来ています。 
最後になりますが、千葉大学水泳部は葉泳会の皆様の

ご支援が無くては活動することができません。部員を代

表して感謝いたします。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

年も宜しくお願いします。 
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 約３０年にわたり、千葉大学水泳部の顧問を務めていただいた阿部先生（教育学部教授）が、今年の３月末で定年

退官となりました。阿部先生の長きにわたるご指導に感謝するとともに、今後のご活躍を祈念して、５月３日、 ポー

ト・プラザ・ちば で、退官祈念パーティーを開催いたしました。葉泳会からも約３０名の会員が出席し、２時間とい

う短い時間でしたが、現役とともに盛大にお祝いをしました。 
 なお、阿部先生の退官に伴う新たな顧問は、コーチの下永田先生（教育学部准教授）にお願いしています。 
 

○西本会長あいさつ ○阿部先生を囲む新旧世代 

 

○阿部先生あいさつ 
 阿部先生は「学生らしさ」を基本に指導して下さいました。

○集合写真（後ろの方は誰がダレだかわかりません） 
 
 
 
今年の役員会は、６月７日（土）に錦糸町１丁目自治会館で開催しました。 
議題は、１９年度会計報告、２０年度予算、総会開催、現役報告などです。特に毎回議論となるのは、会費収入の

増加策です。会員数は増えているのに、会費収入が増えません。会員の皆さん、会費の納入をお願いします。 
また、会員に慶弔があった場合の対応についても話し合いました。慶弔については、総会の承認を得て規程を作成

することにしました。 

☆,,。・:*:・'。・★.`:*:,,・☆。,,  役員会だより ,,・:*:・"☆,,。・:*:・'。・★.`:*:, 

☆,,。・:*:・'。・★.`:*:,,・☆。阿部先生退官記念パーティー ,,・:*:・"☆,,。・:*:・'。・★.`:*:, 
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◆水泳部連絡先 

 〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３ 
                千葉大学体育会水泳部 
 http://www012.upp.so-net.ne.jp/chiba-univ_swim/

E-mail：chiba_u_swim@yahoo.co.jp 

◆会員募集  

  葉泳会の会員資格は、「水泳部に在籍した者」としてお

り、４年間の在籍は条件ではありません。会員になるには、

会員間の親睦と現役援助への賛同があればよく、末長く会

の活動を続けるには、在籍年数を問わないオープンな形の

方がよいと考えたためです。 

水泳部在籍経験者で、葉泳会の活動に興味をお持ちの方

がおられましたら、入会を勧めて下さい。 

〔編集後記〕 

 会費増収をねらいに、梅雨明けどきの風物詩、

葉泳会通信第９号をお届けします。地球温暖化

や金融不安が引き金となり、原油高、食糧危機

が起こっており、インフレ懸念が強まっていま

す。貯金をしておいてもお金の価値が下がって

しまうのですから、インフレは嫌ですね。葉泳

会の会計も厳しさを増してくるといったところ

でしょうか。 
昨年、今年と紙面の都合上「会員だより」が

休載となっています。来年は掲載しますので、

葉泳会戦出欠返信ハガキで近況をお知らせ下さ

い。 

◆住所不明者の探索 

 多くの会員の住所が不明となっています。住所を

ご存知でしたら、事務局までお知らせ下さい。葉泳

会通信発送後、電子メール等で探索を依頼しますの

で、ご協力をお願いします。 
《住所不明者》 

１９６４ 佐藤幹雄、安原住哉 

１９６６ 田中耕一 

１９６７ 中島健二 

１９６９ 川辺雅哉 

１９７１ 坂井 千保 

１９７６ 岡本辰雄、田中かほる、小松春美 

１９７９ 目沢 博、柳田敦子 

１９８０ 水野幸子、関根裕司、三浦 博、梅山 広 

１９８３ 鈴木一之 

１９８４ 石山 勝 

１９８５ 伊関伸一 

１９８７ 加藤 清一 

１９８８ 岩井英明、加藤由紀子 

１９８９ 大森恵子、池内 義宏 

１９９０ 小川 直子、野沢 渉 

１９９１ 松村健二、鳥山 勲、尾上 健二 

１９９２ 鈴木康之、竹沢祥子、中満 幸恵 

１９９３ 千葉雅子 

１９９４ 永家一徳、鳥山 勝弘 

１９９６ 清水健司、伊藤 美佳子 

１９９７ 岩島健三郎 

１９９８ 井上智裕、関 恵美、西川晶子、長岡 洋之助 

１９９９ 高橋優紀 

２０００ 大倉 由紀子、牧 さやか 

２００１ 吉谷地 裕 

２００３ 田中景子、富樫 宣明 

２００６ 畦地 洋輔、出口 友哉 

☆,,。・:*:・'。・★.`:*:,,・☆。,,  お知らせ ,,・:*:・"☆,,。・:*:・'。・★.`:*:, 

◆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 

     

            品川史彦 宛 

◆葉泳会組織 

会 長  西本好男   
                 kaichou@youeikai.com 
 副会長  藤本克代   
      森田恒世   
 理事長  鈴木正雄    
（事務局）        jimukyoku@youeikai.com 
       
 副理事長 原田文明   
       飯沼卓也   
会 計  品川史彦   

            kaikei@youeikai.com  
             


