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創価同窓の集い当日、創立者のもとから新出発！ 
 ５月４日に行われた創価教育同窓の集い当日、久しぶりに陸上競技部ＯＢ・ＯＧ会が開催されま

した。直前の連絡にもかかわらず全国から５４名のＯＢ・ＯＧが参加し、部長・総監督はじめ大学

指導陣および現役部員も多数が同席して、約１００名での盛大な会合となりました。 
 冒頭、山岡学生部長より激励のごあいさつを頂戴しましたが、その際私たちＯＢ・ＯＧ会に対し

創立者より「創価白馬会」と命名していただいたことが紹介されました。歓喜のどよめきが広がる

中、中谷真二さん（６期）より今回総会を行うことになった経過が詳細に報告され、ＯＢ・ＯＧ組

織の再構築が提案されました。続いて関根博さん（７期）よりこれまで規定できずに来た「会則案」

の提案があり、満場一致で承認されました。（会則は別掲）会則に基づき役員の選出が行われ、小

林薫さん（６期）が新会長に就かれました。会費の決定を行い、小林新会長の決意みなぎる抱負、

これまで会長としてご尽力いただいた林伸一さん（２期）のあいさつをもって議事は滞りなく終了

しました。 
 その後来賓としてご出席いただいた勅使河原部長より熱い期待のごあいさつがあり、織田総監督

からは瀬上駅伝監督、植村ヘッドコーチはじめ指導者のご紹介、間近に迫る関東学生選手権の出場

メンバーの紹介をいただき、応援の意欲がいやまして高まる場面となりました。最後は、大滝信一

さん（６期）の音頭で万歳三唱を行い、短時間ながら充実した会合を終了しました。 
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新会長あいさつ   小林 薫（６期） 
 二期生の初代林会長から受け継ぎまして、このたび陸上競技部のＯＢ・ＯＧ会の会長の大任を拝

命いたしました。 

 大変嬉しいことに、今回の総会の席上で創立者より陸上競技部のＯＢ・ＯＧ会に対しまして「創

価白馬会」との命名をいただくことができ、5 月 5 日付けの聖教新聞で掲載までしていただくこと

ができました。創立者に心から感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 

そして、創価白馬会の一員として、創立者にお応えすべく、創価白馬会の会員の連帯をさらに強く

しながら、現役生の支援を強力に推し進めていけるよう、力の限り働いて参りますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 私自身、大学を卒業して 30 年になりますが、その当時から今まで陸上競技部の発展を陰で支え

てこられた織田総監督にも、この場をお借りして、感謝申しあげたいと思います。 

ありがとうございました。 

今年の現役生の活躍は申し上げるまでもなく、正月の箱根駅伝では選抜チームで 2 名のメンバー

が走ることができました。また、5 月の関東インカレでは長距離、短距離共に入賞者を出すことが

でき、他大学に負けないだけの力を着実につけてきていると思います。ＯＢとしてこれほど嬉しい

ことはありません。 

 特に箱根駅伝出場などは、夢のまた夢でありましたが、チームとして出場することも、夢ではな

くもう少しで手の届くところまできています。創価白馬会としても、大きな期待をし、そして精一

杯の応援をしてまいりたいと思います。 

 一方で、創価白馬会は青春時代にグランドを一緒に走って、一緒に汗を流して、一緒に苦労し、 

一緒に泣き、一緒に笑った仲間の集まりでもありますので、皆様の協力をいただきながら、くつろ

ぎの場でもあり、勇気を与え、勇気をもらえる場にもしてまいりたいと思います。 

現実社会の中で悩み、格闘しているＯＢ・ＯＧの方々もいらっしゃると思いますが、共々に頑張

りましょう！ 

最後にお一人のお一人のご健康とご健勝を心より祈念しまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

      創 価 白 馬 会 役 員 一 覧        （敬称略） 

会    長  小林  薫 （ ６ 期）    幹   事  大越 雅則 （ ８ 期） 

副  会  長  中谷 真二 （ ６ 期）      〃    宮本 久義 （ ９ 期） 

   〃    大滝 信一 （ ６ 期）      〃    阿野 正也 （10 期） 

事務局長     平井 康章 （ ７ 期）            〃    山本 莞爾 （13 期） 

事務局次長  関根  博 （ ７ 期）      〃    寺本 英雄 （19 期） 

  〃    篠宮 紀彦 （２１期） 

   

     これまで会長・副会長としてご尽力いただいた林 伸一さん（２期）、今林 重行さん 

    （２期）には「顧問」にご就任いただきました。 
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創価白馬会（創価大学陸上競技部ＯＢ・ＯＧ会）会則  

 

第一条（名称）この会の名称は、「創価白馬会（創価大学陸上競技部ＯＢ・ＯＧ会）」という。 
第二条（所在地）この会は八王子市丹木町１－２３６創価大学内におく。 
第三条（目的）この会は、会員相互の親睦を深めることによりＯＢ・ＯＧの連帯を強くするととも

に、現役生に対する後方支援活動を行うことを通じて、創価大学の発展に寄与する
ことを目的とする。 

第四条（会員） 
   第一項 この会の会員は、在学時に陸上競技部（愛好会、同好会を含む）に在籍していた経

験がある者で、かつ本人が本会への入会を希望する者とする。 
第二項  会員は、この会の目的を理解し、その達成に努めるものとする。 

第五条（役員及び組織） 
第一項 この会は、会長及び副会長を置く。副会長は複数名を置くことができるものとす

る。 
会長はこの会を代表し、会を運営する。副会長は、会長を補佐するとともに、会
長が欠席した場合に会長の職務を代理し、及び会長が欠けたときには次の総会ま
での間、会長の職務を代行する。 

第二項 この会は、会の運営を円滑に推進する為に会長の指示のもとに事務局を置くこと
とする。事務局長は、会長が指名する。事務局長の下に事務局員を置くことがで
きる。 

第三項 この会は、会の運営事項を決定する為に幹事会を置く。幹事会は、会長、副会長、
事務局、幹事により構成される。 

第四項 この会は、会員の連絡・伝達事項を円滑に行うため、原則として各期に 
連絡責任者を置く。連絡責任者は、複数名置くことができる。 

第六条（会長及び副会長の選出） 会長及び副会長の選出は、幹事会にて候補者を選出し、総会で
の投票により有効投票数（当日参加者及び委任状）の過半数の賛成をもって信任す
るものとする。幹事及び連絡責任者は、各期の中で互選し、会長の了承のもと総会
に報告する。 

第七条（任期）会長及び副会長の任期は３年とし、再任を妨げないものとする。 
第八条（顧問又は名誉会員） 会員の中から創価大学陸上競技部及びこの会の発展に大きく貢献し

た者を顧問とすることができる。名誉会員は、この会に著しく貢献した大学関係者
（卒業生を含む）又は外部団体の役職者から名誉会員を置くことができる。顧問及
び名誉会員は、会長が指名し総会で信任した者とする。 

第九条（会費） 
    第一項 本会を適正に運営する為に、年一回会員から会費を徴収する。金額については、

幹事会にて決定し、総会で議案提出し追認する。金額を変更する場合も同様とす
る。 

第二項 会費の徴収方法は、事務局にて決定して会員に通知する。会員は、期限までに支
払うものとする。 

第三項 会費は事務局が管理して、その使用について会長に報告する。年 1回決算を行い、
総会を開催する場合は総会に諮り、それ以外の年度は幹事会の承認を得るものと
する。 

第十条（総会） この会の運営に関する重要事項を決定する為に、総会を開催する。 
開催については、幹事会にて決定し会員に通知するものとする。 

第十一条（活動） 
① 寄付行為 現役生に対する支援活動を行う必要があると認めるときは、年会費の中か 

  ら寄付を行い、また会費とは別に寄付金を募り寄付を行う。 
② 応援活動 現役生の各種大会、記録会及び合宿等にＯＢ・ＯＧとして参加し応援する。 
③ 啓蒙活動 ＯＢ・ＯＧ一人ひとりに本会の認知向上と参加を促す啓蒙活動を実施する。 
④ 親睦   会員相互の親睦を図る為、各種行事を実施する。 

第十二条（その他）この会の運営に必要なその他の事項については、別途定めるものとする。 
 
附 則  この会則は平成 22 年 5 月 4日より施行する。 
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関東インカレで６種目入賞 

 ５月１５日より５月２３日にかけて行わ

れた第８９回関東学生陸上競技対校選手権

大会（国立競技場）において、本学陸上部

は男子１００ｍで平山大樹さんが２位に入

るなど、６種目に入賞する成績を残しまし

た。女子も久しぶりに４×１００ｍリレー

に出場を果たすなど、男女 

とも例年以上の成績を残 

すことができました。 

 ＯＢ・ＯＧも首都圏 

のメンバーを中心に応援 

                        

上位の成績を残しました。（記録：４時間 

11 分 20 秒） 

アトランタの大会 招待出場 

 新春の箱根駅伝に出場した福島法明さん 

が 7 月 4 日、米国ジョージア州アトランタ 

で行われた米国最大級の市民レースに、ジ 

ョージア州立大学から招待 

され 10km の部に参 

加。約 5 万人が参加 

する大会で 49 位と 

いう好成績でした。 

に駆けつけました。                        （記録：31 分２０秒） 

全日本駅伝 関東予選出場         また各種記録会でも自己ベスト更新が多数 

 ６月２６日に行われた全日本大學駅伝・     生まれています。（関東インカレのタイムほ 

関東学連推薦校選考会（国立競技場）に数     か詳細な記録は現役生作成の「ROAD  TO 

年ぶりに出場。２０校中１６位ながら、箱          WINNER」をご覧ください。（合宿案内も記 

根駅伝常連校の亜細亜大学、法政大学より     載されております。） 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入および情報提供のお願い ＜事務局より＞ 

５月４日の総会で創価白馬会の年会費を３０００円に決定いたしました。当日、早速納入 

 いただいた方も多数いらっしゃいましたが、下記のとおり「創価白馬会」のゆうちょ銀行口 

 座を開設いたしましたので、今後納入いただける方は下記口座に送金をお願い致します。 

   ゆうちょ銀行  記号１０１４０  番号３８４４８６０１ 

    ※ゆうちょ銀行の通帳をお持ちの方は、ゆうちょ銀行 ATM での送金の場合は手数料 

はかかりません。 

   その他金融機関からの振込の場合は以下の内容でお願いします。 

   【店名】〇一八（読み ゼロイチハチ） 

   【店番】０１８ 【預金種目】普通預金 【口座番号】３８４４８６０ 

  会費が安いとのご意見もいただきましたが、可能な方は会費に上乗せしたご寄附も大歓迎 

 ですので、よろしくお願いいたします。 

 ＜各種問い合わせ先＞ 

   平井康章（７期）yhirai@soka.ac.jp    篠宮紀彦（２１期）shinomi@soka.ac.jp 

ＯＢ・ＯＧで転居先不明の方がまだ多数いらっしゃいます。陸上部ご出身でありながら、 

この通知が届いていない方をご存知でしたら、ご住所等の情報をお知らせください. 

現役生 
活 躍 情 報


