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１、 日時、場所 

開催日時：2016年 5月 21日 18時 00分～18時 30分 場所：新橋亭 

司会 常喜副会長 

２、 出席者 23名（敬称略） 

吉松 俊一（昭和 33 年卒）、安部 匡、糸川 冠治（昭和 35 年卒）、須田健夫（昭和 50 年卒）、

光吉 光（昭和 55年卒）大越裕文、池上雅博、谷澤洋（昭和 56年卒）、渡辺正光（昭和 59年卒）、

岩間徹、佐藤修二、阪本 琢也（昭和 60年卒）山下晃徳、坂本吉正（昭和 61年卒）、常喜達裕（昭

和 63年）、加藤明徳、伊丹 聡巳（平成元年）、清水 昭吾（平成 2年）、山本尚（平成 3年卒）、

鴛海元博（平成 4 年卒）菊池信介（平成 8 年卒）、舟木哲（平成 22 年卒）小田嶋 俊（平成 24 年

卒） 

３、 開会の辞：渡辺会長 

４、 物故会員に対する黙祷 

故 佐藤 泰雄 先生（昭和 29年卒）平成 27年 12月 23日 ご逝去 

   故 菱沼 秀雄 先生（昭和 43年卒）平成 27年 2月 2９日 ご逝去 

５、 報告事項（事務局） 

① 昭和 50年卒山本先生より硬式野球部にボール 10ダース寄付 

② 会費納入状況 (平成 28年 5月 21日現在) 

 43名が納入 

 参考）2015年 75名が納入（納入率 39.1 %） 

③ 会員からのメッセージ（資料 1） 

④ 地震による会員の被災：なし 

⑤ 硬式野球部部活停止解除の報告（別資料） 

⑥ 硬式野球部春のリーグ戦 日程（資料 2） 

６、 審議事項 

① 会費納入率向上（会計担当） 

 会費の未納入の若手 OB会員へ学生からアプローチ 

② ホームページの活用（広報担当担当）：担当欠席  

③ 新企画（企画担当） 

 創立記念パーティーの開催：2017年 創部 115周年記念開催を検討 

④ 2016年 秋の総会日時 2015年 11月 26日（土曜日） 

 

  



資料１） 会員からのメッセージ 

卒業年 会員名 コメント 

昭和 30年卒 太田 富治夫  

医院を閉院して 6年杖歩行で毎日を過ごしております。趣味の油絵は続けており、

年 1回上野に出品。賞をもらっております。 

昭和 31年卒 鈴木 豊 

3 年前、脳梗塞をやりまして講語障害で巨人の長嶋さんと同様ですが、身体は元気

でやっております。 

昭和 37年卒 工藤 潔 野球はディフェンスが大切。ピッチャーを育ててください。 

昭和 37年卒 赤羽 紀武 当日のオペラの切符買ってしまった、残念！ 

昭和 38年卒 山田 統正 先約があり。失礼します。ご健闘をお祈りします。 

昭和 38年卒 西野 哲夫 皆様によろしく 

昭和 38年卒 奥脇 和夫 現役を続けております、現役の間は会費を届けるつもりです。 

昭和 42年卒 原田 眞人 最近ヨタヨタ歩きになってきました。 

昭和 43年卒 阿部 祐二 

毎回出席できず申し訳ありません。どうぞ頑張ってください。お近くにお越しの際

は、一言声をかけてください。 

昭和 44年卒 塙 充弘 

部活動再会できて何よりです。この経験を生かして皆様が結束して、良い成績期待

しています。 

昭和 45年卒 宮下 明功 皆様によろしく。がんばってください。 

昭和 47年卒 斎 謙 心機一転 われら野球部の優勝を祈念しております。広島から応援しております。 

昭和 48年卒 築根 吉彦 医師会の理事の任期が 6月までですので、次回から出席します。 

昭和 50年卒 鈴木 忠彦 3 月 15日に診療所を閉院しました。 

昭和 52年卒 石井 義之 昨年 8月に右股関節の手術をし、リハビリ中です。 

昭和 55年卒 所 純二 皆様のご活躍を祈念しています。 

昭和 58年卒 服部 晃 秋の総会には出席します。 

昭和 59年卒 羽尻 裕美 皆様によろしくお伝えください。 

昭和 61年卒 椿 俊和 土曜日は診療があるため、出席が難しい状況です。 

平成 2年卒 渡邉 浩 今年はどうも出席できなくなりました。盛会と皆様のご活躍を祈念しております。 

平成 3年卒 三條 明良 

変わらずやっています。活動停止は非常にがっかりしました。2度とないように注

意してください。 

平成 3年卒 浅沼 一成 当日は、環境保健医学講座同窓会のため欠席いたします。 

平成 5年卒 中島 昌子 野球部の活動再開ほっといたしました。がんばってください。 

平成 12年卒 阿部 裕一 

活動再開おめでとうございます。昨年度末で医局を退局し、地元の大分県に戻りま

した。勤務医をしながら、実家のクリニックを継承予定です。 

平成 14年卒 杉本 元一 

飲酒大いに結構です。よく反省したふりをしてピンチを切り抜けました。牛島和彦

さんのように図太く野球も頑張ってください。 

平成 16年卒 小林 匡 今年度は静岡で奮闘しております。皆様のご活躍をお祈り申し上げます。 

平成 25年卒 石川 佳孝 第三病院外科で働いています。 



資料 2）硬式野球部活動予定 

 

5/29(日)AM9時 vs医科歯科大 at千葉大学 

6/5(日)PM12時 vs獨協医科大 at横浜市立大 

6/12(日)AM9時 vs横浜市立大 at横浜市立大 

6/19(日)AM9時 vs慶応大   at千葉大 

6/26(日)PM12時 vs東京医科大 at千葉大 

 

  

 

  



 

平成 28年度  

愛宕倶楽部懇親会  

硬式野球部新人歓迎会 

 

               司会 硬式野球部主将 生坂光 

 

 

1. 新入部員紹介 

医学科  榎内智也（駒場東邦高等学校）希望ポジションはショート 

看護学科 大手里彩(太田女子高等学校) 

佐藤亜海(富士見中学高等学校) 

月浦詩織(穎明館高等学校) 

宇田川美友(晃華学園高等学校) 

 

2.  会長祝辞会長挨拶                   愛宕倶楽部会長  渡辺 正光 

59 年卒の渡辺でございます。榎内智也君、大手里彩さん、月浦詩織さん、宇田川美友さ

ん、佐藤亜美さん、慈恵医大入学おめでとうございます。そして硬式野球部への入部、心

より歓迎いたします。本年もこの会が開催できることになり、本当にうれしく思ってお

ります。 

我が東京慈恵会医科大学硬式野球部は創部明治 34 年、110 年以上の歴史を誇る本学で最

も伝統のあるクラブです。しかしながらいつも申し上げていますように、野球は 9 人揃

わなければ試合はできません。これは baseballが日本に伝えられた明治初期から変わら

ない明白な事実であります。部員が不足すれば休部、廃部となりこの伝統は簡単に途絶

えてしまうわけです。 

今年の 1年生は男子 71名、女子 43名でございます。この 70人を 27の運動部、15の文

化部が言葉は悪いですが、奪い合うわけです。このような新入生部員確保が非常に困難

の中、榎内君が入部してくれたことはこの上ない喜びであり、君がいなければこの伝統

に赤信号が灯り始めるところでした。 

先輩たちがご活躍された昭和 9 年に始まった京都府立医大との定期戦は、府立医大野球

部が部員不足で廃部になったため平成 8年に消滅しております。 

もちろん君達は野球をやるために慈恵に入学した訳ではありませんから、将来立派な医

師、看護師、そして一流の社会人にならなくてはなりません。早稲田大学野球部初代部

長、安部磯雄先生は「知識は学問から、人格はスポーツから」という言葉を残していま

す。でありますから君達は、将来のための人格の基礎をこの厳しい野球部の生活を通じ

て築いていただきたいと思います。 

将来君たちは医師、看護師になり、慈恵の外でも活躍するでありましょう、そしてそこ

で慈恵の先輩、後輩に出会うことが必ずあります。最初に出るのはもちろん卒業年度、



次にでるのは学生時代に所属していたクラブの話です。そこで一気に話は盛り上がり、

アッという間に昔の学生時代に戻ってしまうのであります。でありますから現役諸君も

含め、決して途中でやめることなく最低 6 年野球部に所属していただき、伝統を後輩に

受け継いでください。錦織圭選手も松山英樹選手も海外で頑張っております。がしかし、

昨年のラグビーWC の南アフリカ戦のような物凄い感動を我々に与えることは不可能だと

思います。ま野球、ラグビーなどの団体競技は個人競技では経験できない、大きな感動、

喜びを味わうことができるのです。そして時代を超えてこの感動を先輩と後輩が共有で

きるのです。いつかきっと、野球部に入ってよかったと思える日が来ることをお約束い

たします。 

OBの先生方、診療でお疲れのところご参集賜りましてありがとうございました。 

この会は、学生のためだけに有るのではなく、我々OB のための会でもあります。本日は

どうぞ存分に楽しんでください。そして今後とも熱いご支援よろしくお願いいたします。

終わります。ありがとうございました。 

 

3. 部長挨拶                 慈恵医大硬式野球部部長 坂本 吉正 

本日、多くの先生に愛宕倶楽部新入生歓迎会にご出席いただきましたことは、誠に嬉しい限りであり心

から感謝申し上げます。 

伝統ある慈恵医大にご入学されました新入生の皆様には心からお慶び申し上げます。今後は硬式野球

部で最後までクラブ活動を続け、また勉学に励み文武両道を貫いていって欲しいと思います。くれぐれ

も怪我のない悔いのない６年間の学生生活、クラブ活動を送られることを祈っております。クラブ活動

での貴重な経験は、われわれと同様に生涯にわたり学生時代の思い出として脳裏に刻まれることになる

と思います。本年はいわゆる飲酒問題による謹慎、部活動停止期間が終了し新たなスタートをきること

になります。このような事態は長い硬式野球部の歴史上なかったことだと思いますが現役部員の諸君は

大いに反省し一致団結して再発防止にむけての組織作りに真摯に取り組んでくれました。伝統ある硬式

野球部として誇らしいと思います。  

 現在、大学の西新橋キャンパス再整備計画が粛々と進行しています。その偉容は徐々に姿を現してく

るものと思います。皆さんが、ご卒業される頃にはまた新しい慈恵病院が展開されていると思います。新

入生諸君はもとより現役部員も期待と不安に満ちあふれている季節だと思いますが、今後展開されてい

く新病院での新しいカリキュラムの教育システムで学び、また硬式野球部での活動のなかで大きく羽ば

たいていってください。 

 

4. 乾杯  吉松 俊一（昭和 33年卒） 

5. 戦況報告   監督 菊池  信介  

6. 現役部員自己紹介 

医学科 6年 細谷 聡史・福田 伸樹 

医学科 5年 岩内 聡太郎・中村 嵩・岡本 有真・内山 敬太・川崎 健史・山本 修太郎   

医学科 4年 生坂 光・石田 貴則・一志 將太・神谷 昂汰・津久井 宣博 

医学科 3年 大曽根 忠将、坪内 賢太、町田 福太郎、増田 岳、磯 勇翔 



医学科 2年 代田 泰大 

 

看護科 4 年 伊藤 耀子・天野 里咲・飯尾 みのり 

看護科 3年 佐藤 美月、渡辺 安梨沙、森藤 彩香 

看護科 2年 滝田 万里、山本 葵音 

 

7. 愛宕倶楽部会員の近況報告 

8. エール、学生歌斉唱 

     

9.  記念撮影 

10.  閉会の辞 

 

        

 

 


