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Introduction

Index

我々立教高校ラグビー部ＯＢ会の会報紙第１号が発行されました。
新会長丸山氏の掛け声で、また熱い仲間と再会できる機会が生まれました。
目的のひとつは現役のバックアップ、もうひとつはＯＢ会の親睦を深めること。
是非この会を盛り上げ、継続させて行きたいと考えています。
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新会長ご挨拶　　　昭和４５年卒　丸山　克彦

秋冷の候、皆様ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。
　去る６月開催の平成１６年度立教高校ラグビー部ＯＢ会 総会にて、会長を拝命いたしまし
た昭和４５年立教高校卒業の丸山克彦と申します。よろしくお願いいたします。
創部５２周年を向える伝統ある立教高校ラグビー部は部員数も３０名となり、埼玉県大会で
も優秀な成績を収めております。
新会長として、本年度より強力な幹事会布陣をもってＯＢ諸兄同志の親睦を深め、中学、大
学とも連携しながら現役選手の公私にわたる支援をしてまいりたいと様々な活動を企画して
おります。なにとぞ、今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

昭和２７年３月３０日生まれ
小学校から大学まで立教学院。小学校ではバスケットボール部、サッカー部に所属
中学校では野球部で東京都大会優勝、高校ラグビー部では埼玉県大会新人戦で優勝
大学でも体育会ラグビー部に所属、昭和４９年立教大学経済学部卒業

同年、株式会社伊勢丹入社。
子供服、婦人服のバイヤー経験後、伊勢丹シンガポール、伊勢丹香港の社長を歴任。経営企画室開
発部長で伊勢丹新立川店を開店させた後平成１２年、英国の巨大小売業キングフィッシャーに入社。
日本でキングフィッシャージャパンを設立、代表に就任。その後株式会社山元の常務取締役に就任、
現在に至る。また、現在もクラブチームで年間５試合程度ラグビーのプレーを楽しむ。
現住所は東京都板橋区赤塚新町で妻１人、社会人の長男、長女の４人家族。

その他所属する団体
立教大学ラグビー部ＯＢ会幹事
東京日本橋ロータリークラブ親睦委員会副委員長
社団法人　日本橋倶楽部　社会福祉公益事業委員
東京都新宿区倫理法人会　会長

丸山新会長
Ｐｒｏｆｉｌｅ

ＯＢの広告！

昭和４８年卒　増田　敏政

２

〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1丁目24-26
tel:(0599)25-2500
http://todaya.co.jp

男女あわせて13湯と足湯（2湯）

昭和４５年卒　寺田　順三郎

四季を織る、心たゆたう くつろぎの宿



名誉会長ご挨拶　　　昭和２７年卒　山元 春三
立教高校ラグビー部創設者　　　。。。。。。。。。。。。。

初秋の候、皆様ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
立教高校ラグビー部ＯＢ会　名誉会長の山元春三です。

立教高校ラグビー部は昭和２５年に同好会として発足し、昭和２７年に正式に部として承認されました。
創部当初、私は立教大学ラグビー部の試合に出場していた関係で、大学と高校のラグビー部を掛け持ちで活動していま
した。
その立教高校ラグビー部が現在に至るまで存続し、未来の栄光へ向け邁進している様を見るにつけ、立教高校、現役部
員、ＯＢ会会員の部への弛まぬ熱き思いと様々なご努力、ご協力の賜物と感謝いたしております。

又立教高校ラグビー部ＯＢ会は平成１５年に５０周年を向え、その記念式典を機に組織が再編成、強化されました。
現在は丸山新ＯＢ会長のもと、ＯＢ会報の発刊、立教中学、立教大学都の連携による積極的な支援活動を開始してお
り、新たな立教高校ラグビー部又ＯＢ会の歴史を刻んでくれることと誠に頼もしく思っております。

今後もＯＢ諸兄のご理解とご協力をいただき、立教高校ラグビー部又ＯＢ会が益々発展することを祈念して挨拶とさせて
いただきます。
有難うございました。

昭和２５年同好会として発足した立教高校ラグビー部は現在の池袋キャンパスで誕生
しました。創部５０年を過ぎ、ＯＢも５００名を越えました。山本春三現名誉会長が当時高
校生ながら大学ラグビー部に所属し、部創始者として甚大なご努力をいただきました。
２年目に部として認められ、体育会の予算をもらうことが出来ましたが、用具を購入する
予算が不足で、大学ＯＢの木村庵絵本店の木村社長に大変なご援助もしていただきました。
部員が少ないため、授業が終了と同時に校門で待ち伏せして、体が大きく足の速そうな人を強引に入部させたりし
ました。

当時大学ラグビー部は石神井のグラウンドで練習をしておりましたので、高校生も一緒にご指導を受け、この年に
東京都の大会でベスト８にまで進むことが出来ました。普段の練習は現高校池袋キャンパスのある神学院グラウン
ドと現大学法学部のある池袋第５小学校跡地でやっていました。

歴代の部長には、創部初代故小木鉄彦教頭、森田利光先生、大宮司時四郎先生、前田忠明先生、そして現宮川
久先生と良きご指導をいただきました。
旧池袋の高等学校には古い２階建ての音楽教室があり、第１回目の合宿をここでやりましたが、食あたりで下痢す
る部員が続出したこともありました。第２回目、３回目は福島県の岳温泉、それ以降は箱根仙石原で行いました。そ
の後昭和３５年に現在の新座キャンパスに移り、大宮司先生、前田先生の大変なご苦労により昭和４４年～４６年に
埼玉県で何度か優勝したこともありましたが、残念ながら花園の夢はかないませんでした。

現在宮川先生を中心に中学校新座キャンパスもラグビー部が出来、花園を目指して頑張っています。
２００３年５月２５日、５０周年記念ＯＢ総会をきっかけに各年代の幹事を中心に毎月役員会を開いていますが、一
番の苦労は名簿の作成です。是非皆様方のご協力をお願いします。
このような草創期を経た歴史と伝統のある部です。
多くのＯＢ諸氏の絶大なるご協力とご理解をいただき、現役のこれからの発展と活躍を祈念いたします。

前会長ご挨拶　　　昭和２８年卒　齋藤　明

３



昭和27年【1952年】3月－校舎
立教高校ラグビー部　草創期

昭和４５年卒　倉石　和

４

　3年生━山元春三（創始者）送別会
　2年生━斎藤明、早川、深沢、金子、中村
　1年生━山口、植木、生方　井口、内海　他
　〈中学3年生━佐藤、左から2人目〉

■昭和29年【1954年】12月頃
高校前後の練習（神学院グラウンド）
小石川高校との対戦前に斎藤コーチを囲んで

本社　〒２６０-００１７　千葉市中央区要町　３-６
℡　０４３－２２４－０６６６(代）Fax　０４３－２２２－９３２７

manyouken.co.jp

お望みのことを 喜ばれることを 楽しいものを 美味しいものを

ＯＢの広告！



副会長ご挨拶　　　昭和４９年卒　知野根　好樹

平成16年度立教高校ラグビー部OB総会において、副会長を拝命致しました昭和49
年卒業の知野根好樹と申します。
副会長は若輩の私には少し荷が重い重職ではありますが、丸山新会長のご指導
のもと、現役選手への支援、OB会組織の活性化などへ向けて精一杯努力する所
存でございます。今後とも皆様のご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げま
す。

昭和２９年東京湯島生まれ。立教小学校・中学校（野球部）卒業
昭和４９年立教高校（ラグビー部）卒業
昭和５３年日本大学芸術学部卒業（ラグビー部在籍）
同年、凸版印刷株式会社入社（営業部）
昭和５５年株式会社第一宣伝入社
平成２年第一宣伝社代表取締役就任
平成１５年有限会社イング設立（代表取締役社長）　現在に至る
●会社概要
マーケティングプロデュース／セールスプロモーションツール企画　製作
店舗用什器類のＯＥＭ生産／スペインPERIANA OLIVEOIL国内総販売元
http：//www．ｐｅｒｉａｎａｏｌｉｖｅｏｉｌ．ｃｏｍ

その他の役員
社団法人ＣＩＳＶ日本協会理事

知野根
副会長
Ｐｒｏｆｉｌｅ

ＯＢ会幹事長 ご挨拶　　　昭和５０年卒　大原　俊

平成１５年の５０周年記念行事をきっかけに再スタートして、早２年が経ちました。３年目の
今年の活動として、以下の通り計画しております。
丸山会長以下、役員幹事が月例幹事会を中心として活動する所存です。ＯＢ会員皆様の
御協力を宜しく御願い致します。

昭和３２年１月２４日東京に生まれる
昭和３８年４月墨田区立第二吾嬬卒業
昭和４７年３月千代田区立一橋中学校卒業
昭和５０年３月立教高校卒業
同年４月立教大学経済学部入学
昭和５４年３月同校卒業
同年４月㈱りんかい建設入社
昭和５６年６月同社退社
同年㈱共愛入社
昭和６０年６月同社退社
同年（オオハラ）入社

１．ＯＢ会員相互の親睦と交流を企る ・ＯＢ戦の実施　・ゴルフコンペ、親睦会等の企画、検討

２．立教高校ラグビー部への支援 ・夏期合宿への慰問・公式戦の応援・試合用ジャージの寄贈

３．広報活動 ・公式ホームページの維持・継続・広報誌の定期発行

４．他校ラグビー部ＯＢ会との交流 ・慶応志木校ラグビー部ＯＢ会との交流

５．ＯＢ会名簿の整備

大原幹事長
Ｐｒｏｆｉｌｅ

●連絡先
〒176-0001
東京都練馬区練馬1-26-10
(有)イング　ＴＥＬ・ＦＡＸ　03-6766-7558
　mail　y-chinone@jcom.home.ne.jp

ラグビーは立教高校入学以
来、立教大学ラグビー部を
含め７年間プロップを務め、
現在ハンドバッグメーカーの
会社を経営しています。

５



http://www.rikkyohs-rugby.com/

立教高校ラグビー部ＯＢ会のホームページは、もうご覧になりましたか？

現役活動報告

　　　　　　合宿は７月２９日～８月１０日まで菅平で行われました。
　　　　　　８月６日（土）、大原幹事長、土田会計幹事両名が、菅平に激励に行きました。

夜は雨が降っていましたが、日中は天候に恵まれ午前中は走りこみ、ランパス、タックル練習等の
基礎練習、午後は練習試合というメニューを元気いっぱいこなしていました。
けが人が多少出ていましたが。中学生も参加する中思う存分ラグビーを楽しんで（苦しんで？）い
ました。

夏合宿の練習試合の戦績は１１勝６敗です。まだまだこれからという期待が持てました。（大原）

夏合宿速報

宮川先生と試合を観戦
キャプテンの麻生に、タックルの指導

試合結果やＯＢ会活動状況はもちろん、懐かしい顔ぶれが．．．

大学４年までのＯＢ１７名が集結！

６



月
4月

5月
6月
7月
8月

9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

ＯＢ会活動
新ＯＢ受け入れ

学生（中学・高校活動）
高校関東大会予選

ＯＢ会名簿整理
立教学院ラグビー祭参加

ＯＢ総会
ＯＢ会費改定

現役夏合宿応援

高校花園予選応援
↓

慶応志木ＯＢ戦（予定）

地区大会　

夏合宿
夏合宿

中学大会
花園予選

↓
↓

新人戦
↓

中学大会

伊豆へご旅行の折には是非お声かけください。

平成17年度　事業計画

上記スケジュールにて計画・進行しております。
当然、学生の応援をメインとしておりますが、ＯＢの親睦を深める機会を随時設けて参ります。

株式会社清駒
代表取締役　　近藤　和雄
名古屋市中村区名駅南一丁目２３番２３号
携帯電話　０９０－７０３９－２０００
ＦＡＸ　０５２－２０２－０１５７
e-mail　kiyokoma@interlink.or.jp

　昭和４５年卒　木村　充 　昭和４３年卒　近藤　和雄

ＯＢの広告！

７

伊 豆 熱 川 温 泉 ・ホテルカターラ福島屋



春の現役活動報告

２００５年度
立教高校ラガーメン

春の関東予選
初戦は伊奈学園と対戦
期待の1年生が5人出場した。
中学からの経験者とはいえまだまだ新人。
これからが楽しみです。

春の関東予選第二戦
全国レベルのチーム正智深谷と対戦
全国レベルを体験。
敗戦はしたが、この経験は必ず秋に生きてきます。

風間・畑法律事務所

弁護士　畑　　　敬

〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目9番15号

日本自転車会館2号館

電話 ３５８３－２２２３　　ＦＡＸ ３５８３－０９７５

ＯＢの広告！

　昭和４７年卒　畑　敬 　昭和４９年卒　崎山　哲也

８

酒処　　本屋

崎 　山　 哲　 也
ＴＥＴＳＵ　 　　　ＳＡＫＩＹＡＭＡ

東京都千代田区内神田1-4-10
キノクニヤビルＢ１　（3295）6781
携帯　090（4846）2241



立教高校ラグビー部ＯＢ会　組織図

名誉会長
山元　春三（S27）

会長
丸山　克彦（S45）

副会長
知野根 好樹（S49）

幹事長
大原　俊一（S50）

会計幹事
土田　清一　（S54）

広報委幹事
新垣　稔（S61）

年代幹事 年代幹事 年代幹事 年代幹事 年代幹事

会員

2005年ＯＢ総会出席者

９



年代幹事

飲料事業 清涼飲料水の販売およびベンディングサービス。

フローズン事業 ドライ食品・フローズン食品の量販店、コンビニエンスへの販売。

物流事業 大手メーカー飲料水・食品取次販売。
大手コンビニエンスの物流委託。

メンテナンス事業 各種自動販売機の販売・テクニカルサービス。

http://www.okuraya-s.co.jp/

〒337-0004
埼玉県川口市青木1-4-26
Tel．048-256-3905　　Fax．048-254-8431

代表取締役　　　植木　瞭　(昭和２９年卒）

ＯＢの広告！

１０

大蔵屋商事株式会社



特集
あのＯＢは今！

1955年7月8日
東京・神田生まれ
小学校より高校まで、立教学院で過ごす。その後、独教大学経済学部へ
1975年20才　4月〜
　カリフォルニア州立大学バークレー校６ヶ月留学。ハングライダーインストラクターライセンス取得。
1978年23才　7月
選手として所属していた、マルボロハンググライダーチームをプロデュースしていたＰＲ会社、ユースプランニングセンター入社。
1978年　10月
ＧＭ傘下になった、いすゞ自動車の広報活動にマッキャンエリクソン博報堂（当時）と共に参画。
以後、７年間ジェミニ、ビックホーン、117クーペ、アスカ等の販促ＰＲ、企業ＰＲに従事。
その他、ボシュロム（株）、ジバンシィＳ・Ａ、スポーツイベント等のＰＲプロデューサーとして活動
1984年　29才　12月　ユースプラニングセンターを退社した5名と共に、（株）スパイスコミニケーションズ設立。代表に就任。
1986年　31才　　　　イベント及びプロモーション等、ＳＰ活動への業務拡大。現在に至る。

１９５５年　7月8日　東京　神田生まれ。
４才から目白です。立教小学校へは歩いて
通っていました。
現在は　スパイスコミュニケーションズと言う
ＰＲ会社を経営しています。
２９才の時に独立して作った会社ですが、な
んと設立２０年をむかえました。
ポルシェジャパンの広告、広報、販促などを
担当してすでに１８年。
東京モーターショウの展示会制作やＰＲ誌
編集制作から展示会制作やＰＲ誌編集制作
からＢＯＳＥ社、サロモン＆テーラーメイドな
どの商品戦略、事業計画、などと言うと知的
に聞こえますが汗と足、腰で仕事していま
す。

昭和４９年卒　大石　哲也

１１

港区麻布台２－３－２２ 一乗寺ビル４Ｆ
株　スパイスコミニケーションズ　代表取締役　兼ＣＥＯ　　　大石　哲也
ロシア大使館の隣のビルです。

　TEL03-6230-0517／FAX03-6230-0524
e-mail： oishi@spice-japan.com
　URL  ： http://www.spice-japan.com

高校時代にあれだけシゴカレタことを考えればなんともない事です。
ひとつの会社と長く付き合う事を、まず第１に考えてます。
それと自分の好きな会社　製品　ジャンルだけの自分達が興味もてるアイ
テムジャンルの仕事で他と差別、特化させようと！
これも　立教生のまあ　悪いところですかあ？
なんとか　２００８年にＩＰＯ上場でもしてみようと、スタッフと計画中です。



ＯＢの広告！

ＯＢの広告！

昭和４９年卒　大石　哲也

昭和４５年卒　小林　一夫（お客様の広告を掲載）
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入金頂いたＯＢの方々

ご協力ありがとうございます。同期へのお声かけ、今後ともお願い申し上げます。

ＯＢの広告！

昭和３４年卒　川北　靖夫
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Vol.1年会費をまだお支払いに
　なっていないＯＢの方は、、

ＯＢ会全般に関して
会報紙広告に関して

土田　清一（Ｓ５４卒）
㈱ヤマグチ

ＴＥＬ：０３－５８５７－５８２１
email：tsuchida-s@coops.co.jp

大原 俊一（Ｓ５０卒）
㈱オオハラ

ＴＥＬ：０３－３６１７－３５５３

お問い合わせ

Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ Ｔｒｅｅ.

次号は、冬を予定しています。お楽しみに。
広告掲載していただけるＯＢの方下記お問い合わせ先までお願い申し上げます。
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