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埼玉県法友会
１１１１／２５（金）
１８：００～２１：００

受 付　１７：３０～

浦和ワシントンホテル

オレンジの集い

２０１１

第２回

第１部

第２部

◆ 基調講演　江 本　孟 紀（野球部ＯＢ）　

　　　法政大学スポーツ憲章制定 「スポーツを通した地域貢献」
◆ パネルディスカッション　「教育とスポーツによる地域貢献」

◆ 懇親会・名刺交換会

校友連合会
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代表取締役

１９６９年文学部哲学科卒

☏

常務理事 横 田　茂

埼玉県法友会校友連合会

事務局長

１９６４年経済学部卒

第２回

『オレンジの集い』

祝
法友会

埼玉県

常務理事 小林 章二
埼玉県法友会校友連合会

１９６０年経済学部卒

常務理事 小髙　勇
１９６９年経済学部卒

第２回 『オレンジの集い』

祝

法友会

埼玉県

常務理事 小畑 修孝
埼玉県法友会校友連合会

１９７０年工学・土木卒

常務理事 大住 達郎
１９７８年工学・土木卒

第２回 『オレンジの集い』

祝

法友会

埼玉県

常務理事 高田　勝
埼玉県法友会校友連合会

１９７４年文学部卒

常務理事 石田　博
１９７６年法学部卒

第２回 『オレンジの集い』

祝

法友会

埼玉県

割烹

吉
野

料理人
岡山 孝也
１９６９年経済学部経済学科卒
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（株）ブリランテ（株）ブリランテ（株）西部綜合サービス

金 子 正 之

＝快適な環境創りのプランナー＝

（系列会社）

綜合ビルメンテナンス インテリア販売・
　　施工・介護事業

代表取締役 １９６４年 工・電気工卒
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株式会社

株式会社ティー･アイ･シー イハシライフ株式会社 株式会社アイ・エム
株式会社イハシ産業 アイ･ケア株式会社 英興商事株式会社

代表取締役 井　橋　吉　一

埼玉県越谷市流通団地１丁目１番２号

未来を拓く

電話０４８（９８５）９１１１（代）

本社　〒３４３-０８２４　

〒350-0044
埼玉県川越市通町18-5

四ツ谷 隆之（Ｓ３９・経営卒）

【完全予約制】

http://www.kawagoe.com/kawashima/
TEL 049-224-3456 FAX 049-223-0274

人がやわらぐ心地よさを､現在､「未来」へと伝えてゆきます。

代表取締役
一級建築士

ホームページ　http：//www.nakaokensetu.co.jp/

中尾　美佐男
１９８２年建築卒

本社／東京都板橋区徳丸４-１１-２　〒１７５-００８３
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東京都建築Ａランク
中尾建設工業株式会社中尾建設工業株式会社

法政大学富士見射友会
射撃部ＯＢ・ＯＧ会

名誉会長　　古市　　実
会　　　長　　磯山　宰治
副　会　長　　安達　　喜
　　　　　　　　亀山　信幸

法政大学体育会射撃部
創立　大正１３年９月

昭和４９年
日本スポーツ賞受賞（読売新聞）

部  長　　金原　瑞人
　　　　　　（教授　社会学部長）
顧  問　　徳安　彰
　　　　　　（教授　常務理事）
監  督　　斎藤　寛
コーチ　　南　輝子

【ＯＢ会事務局】
〒２２３-００６２
横浜市港北区日吉本町１-１８-７
パールハイツ１Ａ　新橋事務所内
ＴＥＬ　０４５-５６４-３９８１

〒341-0003
三郷市彦成3-7-9-102
E-mail : ooi@yumekobo-ds.com
http://www.yumekobo-ds.com/

インテリアプランナー

大井 巳喜彦
S39年3月 経・経卒

モデルルームの常設

インテリアプランナーの常駐

どこよりも安い価格

高品質のリフォーム

ショールームの常設

ここが違う
当店は

（有）団地サービスコーナー

UR都市機構専門リフォーム
Side Waik co.,Ltd ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＆ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ

株式会社　サイドウォーク
株式会社　デベロップ・ジャパン
株式会社　アイグラット
株式会社　ゴールド　ジャンゴ

代表取締役 社長　中村　靖治

Ｅ-mail　y-papi@xa2.so-net.ne.jphttp://www.dji.co.jp/
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地元とともに歩むかわしん地元とともに歩むかわしん
地域経済の発展と地元金融機関としての
社会的使命を果たして参ります

川口信用金庫川口信用金庫
会　長　山口　泰男（Ｓ３５ 経）
理事長　日下　義章（Ｓ４３ 経）

〒３３２-８６８６　川口市栄町３丁目９番３号
ＴＥ Ｌ 　 ０ ４ ８ - ２ ５ ３ - ３ ３ ３ ３
http://www.shinkin.co.jp/ksb/

か 　 わ 　 し 　 ん 
合言葉は「義理と人情とお節介」

法政大学校友連合会
 

江 東 法 友 会 

会 長  阿 部  鞏 

東京都江東区亀戸 3-56-9-207 高根典文気付 TEL03-3839-3516

（1966工・建）

《幸福の黄色いハンカチ基金》 

夕張市では、全国の皆さまからの寄付金を「幸福の黄色
いハンカチ基金」として積み立て、夕張市の地域再生・住
民福祉、子どもたちの健全育成などのために、幅広く活用
させていただいております。

 

「夕張応援団」として、ふるさと納税のご活用をよろしくお
願いします！

■お問合せ先・お申し込み
夕張市 まちづくり企画室
TEL 0123-52-3141  
FAX 0123-52-1054
e-mail ybrkai@city.yubari.lg.jp

夕張市長　　鈴 木　直 道　（三郷市出身）
（法政大学法学部第二部法律学科・体育会ボクシング部ＯＢ）

◆ オール法政でオレンジネットワークを構築し、法政ブランド向上の応援をします。

◆ スポーツ憲章を遵守し、法政大学のスポーツユートピア実現の応援をします。

◆ オール法政ネットワークで全国卒業生の集い「感動の埼玉大会」を開催する。

埼玉県法友会

『オレンジの集い』宣言！第２回



≪第１部≫

≪第２部≫

ＰＲＯＧＲＡＭ オレンジネットワークで結集し「スポーツユートピア」を目指す！

敬称略

江本孟紀

懇親会
名刺交換会

写真は、２０１０年１１月２０日（土）三郷市文化会館にて行われた埼玉県法友会 第１回「オレンジの集い」の様子です。

受付　１７：３０～

１８：００～１９：００

１９：００～２１：００

　「オレンジの集い」が
埼玉県の校友と大学との
さらなるネットワーク強
化につながることを期待
しております。今後も大
学へのあたたかいご支援
を賜りますようお願い申
し上げます。

　日本全体が東日本大
震災によるダメージを
受けた今こそ、大学、
卒業生、後援会が三位
一体となり、強い結束
をもって「法政魂」を
発揮する時です。

　全国レベルの法友会を目指し「埼玉県法
友会」が設立され、川越支部、川口支部か
ら役員の派遣を受けて、初年度８０名の会
員を本部に登録しました。埼玉県を代表す
る魅力ある法友会として結束し、すでに立
候補している「卒業生の集い・埼玉県大会」
の実現とスポースユートピアを目指し本格
的な地域貢献を推進してまいります。

　法友体育会の役目は「強い法
政スポーツの復活」です。大学
と連携し、真剣に危機感を持っ
て文武両道を実践させ人間性豊
かなアスリートを育成する為に、
埼玉県法友会の皆さん、私ども
法友体育会と共に「強い法政ス
ポーツ復活」の為に大学・体育
会をバックアップしようではあ
りませんか。

埼玉県法友会 副会長・経営者懇談会 代表理事 金子 正之
　我が埼玉県法友会の
第２回“ オレンジの集
い”を成功させるべく
大勢の同志の参加を願
います。母校法政大学
の飛躍と発展に結びつ
けようではありません
か!まずは出席から。

　「埼玉県法友会が校友
の大輪を創り、法政スポ
ーツが豊かな人と社会を
創り、オール法政がこれ
からの日本を創る」こと
を目指し集う「第２回・オ
レンジの集い」のご盛会
をお祈りします。

　第２回オレンジの集い開
催おめでとうございます。
発足からこの一年、埼玉県
法友会役員、会員のご努力、
ご協力が実った結果とお慶
び申し上げます。掲げた「ス
ポーツユートピア」の発展
を祈念致します。

　「第２回・オレンジの集い」
開催誠におめでとうござい
ます。大学のブランド力向
上にスポーツの果たす役割
は大きく、スポーツを通じ
校友の皆さまと「感動」を
分かち合い、「絆」を広げて
いきたい。

埼玉県法友会副会長 井橋 吉一
　昨年４月に埼玉県法
友会が設立されて第２
回目の「オレンジの集
い」の開催となります。
埼玉県法友会が地域に
しっかりとした礎を築
いて皆さんでオレンジ
の輪を広めましょう。

「教育とスポーツ
　　　　による地域貢献」

常務理事・川口法友会 幹事長
　　　　　　　　　 高田　勝　

 1969年4月文学
部入学です。周
囲にフェンスの
ない法政大学を

知っている最後の学年です。
時は、70年安保闘争真っ盛り。
今、平和な時代のオレンジの
集いを楽しみます。

夕張市長 鈴木 直道
　「埼玉県法友会顧問の上
田知事をはじめ、皆様のご
支援、本当にありがとうご
ざいます。本市は、ふるさ
と納税制度などを通じて、

皆様のネットワークにしっかりと支えられなが
ら、“再生”に向かって走り出しました。今後
とも出会いと絆を大切に温めながら、オレンジ
ネットワークの輪を拡げていきましょう！

理 事　　小見 通

　埼玉県法友会の設立
と「オレンジの集い」の
開催による埼玉県内の
大勢の卒業生の「オレ
ンジネットワーク」の

構築は大学と卒業生そして学生の連携・
協働による２１世紀の新しい街づくりを
実現させる為の基礎となります。新しい
取り組みに期待します。

　埼玉県法友
会の結成とと
もに同窓の輪
が着実に広が
りました。私

にとっても大変心強い限り
です。

　卒業生と大学の
連携強化のために、
埼玉県法友会が老・
壮・青相集って益
々の発展を遂げて

いかれるとともに、今年度のスポ
ーツをテーマとした「オレンジの
集い」が盛会となることをお祈り
申し上げます。

江東法友会 理事長　高根　典文
　第２回オレンジ
の集い開催おめで
とうございます。
埼玉県法友会が全
国地域支部の見本

となるよう、これからもネットワ
ークを拡充し、早い時期に全国卒
業生の集い開催ができます事を祈
念いたします。

　法政スポーツ
の活躍は大学発
展のエネルギー
源です。法政大
学スポーツ憲章

の制定によるスポーツの振興・
発展の為の支援体制強化とス
ポーツによる地域貢献を期待
いたします。

江東法友会　会長　阿部 鞏

　法政大学の更
なる躍進には卒
業生の力が不可
欠です。埼玉県
法友会が更にパ

ワーアップして、その先導役と
なることを期待しております。

法政大学法学部 教授 伊藤マモル
　埼玉に溢れ
るまぶしいオ
レンジの光で
愛する母校を
さらに輝かし

て下さい。埼玉県法友会の
益々の発展を祈念致します。

体育会野球部 監督 金光 興二

　法政大学のご
縁から、埼玉県
で衆議員を務め
させて頂いてお
ります。埼玉県

法友会の輪が広がることは、
私にとって大きな喜びです。

　埼玉県法友会
が先陣を切って、
オレンジネット
ワークを構築し

てくれることは大変心強いで
す。こうした集いがここから
全国に波及することを期待し
ています。

法友体育会　副会長　川﨑保之

　第２回埼玉県
法友会「オレン
ジの集い」に参
加させていただ
けることは大変

に感謝しています。埼玉県法
友会がさらに大発展しますよ
うに祈ります。

　スポーツで
も法政が「青
年日本の代表
者」と成るよ
う頑張りまし

ょう！

　埼玉県法友会
の輪は着実に拡
がり、更なる発
展を続けていま
す。法政大学卒

業生の皆さん！「オレンジの
集い」に参加し一緒に楽しん
でみませんか。

常務理事　石田　博

　法政ＯＢの、
良き師、良き
友、大いに集
い結びましょ
う！！ 常務理事 副事務局長 大住 達郎

　諸先輩とと
もに、一人で
も多くの卒業
生が参加した
くなる埼玉法

友会となるよう努めてまい
ります。

　よき師よき
友つどひ結べ
り…卒業して
からがスター
トです。埼玉

から卒業生のパワーを発信
しましょう。

　埼玉県法友
会の発展を祈
念します。在
校生・卒業生
ともに期待し

ている法政スポーツの発展
のために共にがんばりまし
ょう。オレンジ旋風よ巻き
起これ！

法政大学スポーツ憲章制定 

「スポーツを通した地域貢献」

パネル
ディスカッション

基調講演

ＰＲＯＦＩＬＥ
法政大学ＯＢ

元プロ野球選手
元参議院議員
プロ野球解説者

タイ王国ナショナルベースボール
チーム総監督

埼玉県法友会 会長　中村 靖治埼玉県法友会 顧問・埼玉県知事
　　　　　　　　　 上田　清司

法政大学 総長　増田 壽男

法政大学後援会 会長　今村　浩 法友体育会 会長　五明 公男
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衆議院議員 神風 英男

　いよいよ埼玉県内の法
政ＯＢがネットワークさ
れ埼玉県法友会が結成さ
れました。法政は、群れな
いという話もありますが、
群れてこそパワーです。

　大学スポーツは、学業とあいまって学生の人間力豊
かな人材の育成を担う教育に不可欠なものと考えます。
埼玉県法友会の「第２回・オレンジの集い」開催で、
法政ＯＢが全国で最も多いといわれている埼玉県のオ
レンジネットワークの輪が全国に波及し、ホップ！ス
テップ！ジャンプで２０１３年の全国大会開催につな
がる事をご祈念申し上げます。　　　　　 江本 孟紀

　魅力ある法友会として本格的
に始動を始めた埼玉県法友会は
オレンジの集いの開催により確
実に会員増強と組織の拡充を図
っています。既に立候補してい
る「卒業生の集い」を実現させ
スポーツユートピアを実現し本
格的な地域貢献を目指します。

　法政、オレ
ンジ、湧き上
る血潮、学問
にもスポーツ

にも古豪の伝統を皆さんの集
いで応援しよう。

埼玉県法友会 相談役
　　　　　日下 義章

常務理事 櫻井 崇史

常務理事 小髙 勇

　校友連合会とは、卒
業生の絆で結ばれてい
ることを、自ら研鑽す
る場です。法政ブラン
ド向上のため、皆様の
ご支援とご協力をお願
い申し上げます。

法政大学 常務理事 徳安 彰

常務理事 小林 章二

埼玉県法友会 相談役 桑野 隆治郎

常務理事 小畑 修孝

　オール法政
のネットワーク
の構築をコン
セプトとする

オレンジの集いが末永く継
続できるよう努めていこう。

常務理事・事務局長
　　　　　 横田 茂

　埼玉県法友
会の活動を通
じて多くの素
晴らしい仲間
との新しいネ

ットワークの輪を広げましょ
う。

監 事   酒井 宏暢

　埼玉県法友会が
中心となって「オ
レンジの集い」が
開催されることを
心からお祝い申し

上げます。法政大学の名の下に
多くの仲間が集結し、より一層
発展されますことをご祈念申し
上げます｡

常務理事 中尾 美佐男

　私は射撃部の
監督を務め、そ
の間読売新聞社
制定の日本スポ
ーツ賞を受賞し

ました。母校と射撃を愛し支援
を続けています。

常務理事 安達 喜

　埼玉県法友
会、記念すべ
き第２回「オ
レンジの集い」。
進取の気象新

たなる出会い、今後の発展、
充実に期待を込めて。

常務理事 宮澤 忠昭

　埼玉県下在住の校
友がおよそ４万人い
るといわれる埼玉県
で母校！法政大学の
名の下に集う「オレ

ンジの集い」が開催されます。大勢の
校友の参加をお待ちしております。

常務理事 四ツ谷 隆之

　埼玉県法友会の多
くの素晴らしい仲間
との新しいチームワ
ークの広がりは全て
魅力がある。楽しい
会を構築しましょう。

「第２回・オレンジの集い」が無事開
催され喜びと感動を与えるよう一丸と
なって行動しましょう。

常務理事 清水 昌良

法政大学 野球部 前監督 山中 正竹

徳安　 彰（常務理事・法政クラブ副理事長）
寺尾方孝（法学部教授・法政クラブ理事）

伊藤マモル（法学部教授・
　　　　　　　　　 体育会フェンシング部部長）
苅部　 俊二（スポーツ健康学部准教授・
　　　　　　　　　　　　　　　　 法政クラブ事務局長）

　あと29秒に泣
いた来年の箱根
駅伝。若きオレ
ンジの勇者たち

よ！今までの苦労は決して無
駄でない。この悔しさをバネ
に、明日へ、そして未来へ大
きく羽ばたこうではないか！

　オール法政ネ
ットワークの構
築で、さらに絆
が広がり、埼玉

県法友会の活動が充実され地
域貢献に役立てオレンジの輪
が広がる事に期待します。

埼玉県法友会 相談役・川口法友会 会長
　　　　　　　　　　　　　飯塚 武彦

　全国の法友
会の皆さんに
夢を！正月の
箱根駅伝の復

活を目指し全国ネットで応
援を広げよう。

埼玉県法友会 相談役
　　　　　山口 泰男
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