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「五十周年を迎えて」
会長１期

西 山 孝 彦

日本大学理工学部スキー部（NUTS）50 周年を恙無く迎えることが出来、誠に同慶の至りであります。
30 周年を迎えた時も大きな感慨を持ち我等が人生の価値を深く心に刻み込みましたが、今回の連絡はその時学生
だった諸君から連絡を戴きＮＵＴＳの力強さ、偉大さを改めて感じさせられました。30 周年のときにも触れましたが部
員は最後に自分の時代をベストを尽くしたかどうかを自問自答し、その満足感を確認し、ＮＵＴＳを後輩に譲り、後輩
は自分達のＮＵＴＳを作れば良いと考えていました。しかし今回の案内状には“一緒に愛雪歌を歌おう”の呼びかけ
に、変わりないＮＵＴＳの心機に感激いたしました。
スキーは個人スポーツであり勝負は全て自分の体力と技術と気力で決まるものであり、相手の隙を、弱さを突くもので
はない。ただ自分の能力を高めて萬端を納めることこそスキーの真髄であると考えます。私も 50 年を経て社会人とし
ての責務も勤め切、今は托鉢に近い事業をし、社会貢献に勤めておりますが、ＮＵＴＳで学んだ教訓、能力は充分に
生かしており、今改めてＮＵＴＳでの教訓の善さを噛締めております。

－ 諸君の心に刻まれた“ＮＵＴＳの知恵”に彌榮を －

鎌倉山にて
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１．純白の山並み

深青の空の下

乱舞する若人

雪煙

めざす我らが理想
新雪に残るは

赤日は見られねど

ひるまず進まん

現実を的として
炎上の日輪

行こうあの山へ

我らが精神

２．風雪と濃霧に
我ら若人

上げつつ

不屈の精神

我らが胸裏に
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「創立 50 年を祝い，益々の発展を」
第六代顧問

橋 口 泰 武

Ｎ・Ｕ・Ｔ・Ｓ創立 50 年おめでとうございます．
創立 30 年の記念祝賀会が開催されてから 20 年が経過し，創立 50 年の祝賀会が開催されること誠に喜ばしいこと
と思っています．これは偏に，ＯＢの皆様と部員諸君の努力の賜物である考え，顧問の一人として，心から感謝して
おります．現在，Ｎ・Ｕ・Ｔ・Ｓは，理工学部の伝統と実績を兼ね備えた，本学部を代表するサークルとして存在してい
ます．
創立 30 年の記念誌には，当時の顧問（第４代）の故斉藤虎征先生のお祝いの言葉の中に，当時の理工学部の状
況や将来計画が報告されていました．ここでも理工学部の現状についてお知らせしたいと思います．
現在，少子化に伴い大学全入時代を迎え，大学は受験生の獲得に苦慮しておりますが，本学部では，20 年前と
ほぼ同様に，土木，社会交通（前交通土木），建築，海洋建築，機械，精密機械，航空宇宙，電気，電子情報（電子），
物質応用化学（前工業化学），物理，数学の 13 学科で，各学年約 2200 名の学生数を維持しております．ただし，昭
和 63 年に薬学科は薬学部として独立しました．
平成 8 年に，東葉高速線が開通し，船橋日大前駅が開設され，習志野校舎から船橋校舎に校舎名が変更されま
した．東葉高速線の開通により，駿河台校舎と船橋校舎は約 60 分で移動可能な環境となり，船橋校舎は首都圏に
直結するキャンパスとなっています．結果として，両校舎の学術やサークル活動も活発に行われるようになってきまし
た．
駿河台校舎では，理工学部の象徴的な１号館が老朽化のため取り壊され，平成 15 年に新１号館が竣工しました．
船橋校舎では，平成 4 年に 13 号館，平成 14 年にテクノプレース 15，平成 16 年に 14 号館が竣工されました．
また，スキー部活動にも利用されてきました厚生施設，志賀高原発甫温泉の工科の家は閉鎖され，新たに，新潟
県六日町に理工学部八海山セミナーハウスが建設されました．
このように，理工学部を取り巻く環境は，さらなる発展を期して変化してきています．唯一つ，残念なことは，約 20
年間に渡って，理工学部スキー顧問として部の発展に尽くしてこられた斉藤虎征先生が平成７年９月に亡くなられた
ことです．先生のご冥福を心からお祈りする次第です．
Ｎ・Ｕ・Ｔ・Ｓの顧問を，第５代顧問（平成 7 年～15 年），堀江秀治氏（現法学部研究事務課長）から引き継ぎ約７年に
なります．あまり役に立つことができず，申し訳ないと思っていますが，今後も部員一同とともに力を合わせてＮ・Ｕ・
Ｔ・Ｓの発展に努力してまいります．ＯＢの皆様には，なお一層のご指導，ご支援をお願いいたします．
おわりに，ＯＢの皆様および部員諸君の益々のご活躍と健康を祈念いたしましてお祝いの言葉とさせていただきま
す．

-5-

「現役での３０周年から、
ＯＢとして５０周年を迎え」
３０期

岡 部 庸 之

日本大学理工学部スキー部 ＮＵＴＳ ５０周年 大変おめでとうございます。
半世紀にわたる歴史あるＮＵＴＳの一員としていられること、先輩 後輩の皆様に感謝の気持ちで一杯です。
私はちょうど３０期ということで、現役としてＯＢの皆様が開催してくださった３０周年記念の式典に参加させて
いただきました。当時学生だった私からみれば、社会人として活躍されている大先輩の皆様の前での挨拶など、
緊張で大変だったことが思い出されます。 その私も卒業し、早いもので２０年近くがたちました。一人の社会人として
今がありますが、これまで様々なことに向かい合ってきた姿勢は、大学でというより、ＮＵＴＳの４年間で培われたこと
がとても大きいと感じています。 誇りを持つこと、挑戦すること、厳しさから逃げないこと、率先して動くこと、責任を持
つこと、チームワーク仲間を大切にすること。 仕事やどんな事に対しても、私のベースになっていて、ＮＵＴＳと仲間
は私の人生においてとても大切なものです。また今回５０周年記念の開催にあたり、同期や近い後輩の結束力にとて
も感激しています。 この精神は若い世代や現役に継承され、更に進化発展していく新しいＮＵＴＳのこれからを楽し
みにしています。 ありがとうございました。

30 期主将 岡部

庸之

NUTS30 周年記念当時、現役 NUTＳ部員として主将を努める。
歴代主将としては、１期の西山氏を除くと初の２年連続主将を務め
た。オール日大４年連続優勝、関東理工系総合優勝など、当時の
NUTS を引っ張るカリスマ的な存在であった。卒業後も競技スキー
を続け、現在でも国体出場など活躍中。
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NUTS 50年の歩み
年代
昭和３５年

NUTSの出来事

社会情報

・Nuts' club として発足

・カラーテレビ放送開始

・冬合宿を燕温泉で行う

昭和３７年

・芸術学部との対抗戦（初めての大会）

・「東洋の魔女」世界選手権優勝
・堀江謙一氏 太平洋単独ヨット横断、２３歳

昭和３８年

・「同好会」から「部」へ昇格

・吉展ちゃん事件発生

昭和３９年

・学部対抗の前身、芸術学部との対抗戦を開催
（山形五色温泉）

・東京オリンピック

昭和４０年

・関東理工系スキー部連合会発足

・朝永振一郎氏 ノーベル賞受賞

・第１回関東理工系スキー大会開催
（猪苗代スキー場）
・都立大との対抗戦（後の３大戦、４大戦）
昭和４１年
昭和４２年

・ビートルズ来日
・第３回関東理工系スキー大会 初優勝

昭和４３年

・三億円事件
・日大学園民主化闘争

昭和４５年

・寄付金を募り、栂池に山小屋予定地を購入。

・日本万国博覧会

昭和４６年

・第１回高島杯開催

・パンタロン流行
・１ドル３０８円

昭和４７年

・第１回全日大学部対抗スキー大会開催

・浅間山荘事件

・第１回理工、工、生産工による学部交流試合

・沖縄返還される。

昭和５２年

・人力飛行機世界新記録（日大理工学部）

昭和５３年

・岩岳学生スキー大会に初参加

・キャンディーズ解散

昭和５４年

・３大学（日大・法政・獨協）に専修大が加わり、４大学対 ・ウォークマン発売
抗戦となる。

昭和５５年

・金属バット殺人事件

昭和５８年

・戸塚ヨットスクール

昭和５９年

・「かい人２１面相」、グリコ・森永事件

昭和６０年

・日航ジャンボ機墜落
・つくば万博

昭和６３年

・NUTS ＯＢ会再編成

・東京ドーム オープン

平成元年

・全日大学部対抗戦優勝

・昭和天皇崩御
・ベルリンの壁崩壊、天安門事件
・日本大学創立100周年記念式典

平成２年

・NUTS３０周年記念パーティー（市ヶ谷）

・東西ドイツ統一

平成３年

・ソビエト連邦崩壊
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年代

NUTSの出来事

社会情報

平成５年

・理工学部薬学科廃止
・Ｊリーグ開幕
・レインボーブリッジ竣工

平成６年

・初の女子主将をはじめとする女子幹部誕生

平成７年

・兵庫県南部地震（阪神大震災）

平成８年

・東葉高速線「船橋日大前駅」開設。理工学部習志野
校舎を船橋校舎と名称変更

平成１０年
平成１３年

・長野オリンピック開催
・NUTS４０周年記念パーティー（新大久保）

・911アメリカ同時多発テロ事件発生

平成１５年

・理工学部駿河台新1号館竣工
・地デジ放送開始

平成１７年
平成２０年

・愛知万博開催
・第１回 ＯＢ／ＯＧ戦を北竜湖ファミリースキー場で開催 ・北京オリンピック開催

・NUTS同窓生のページⅡがスタート
平成２１年

・リーマンブラザーズ倒産による金融危機勃発

・第２回 ＯＢ／ＯＧ戦（北竜湖ファミリースキー場） 悪天 ・黒人初のアメリカ大統領（オバマ）誕生
候中止
・NUTS５０周年記念パーティー（市ヶ谷）

・民主党鳩山政権発足（政権交代）

-8-

NUTSファイル-01

歴代主将一覧

歴代

年度

期

氏名

学科

第１代
第２代
第３代
第４代
第５代
第６代
第７代
第８代
第９代
第１０代
第１１代
第１２代
第１３代
第１４代
第１５代
第１６代
第１７代
第１８代
第１９代
第２０代
第２１代
第２２代
第２３代
第２４代
第２５代
第２６代
第２７代
第２８代
第２９代
第３０代
第３１代
第３２代
第３３代
第３４代
第３５代
第３６代
第３７代
第３８代
第３９代
第４０代
第４１代
第４２代
第４３代
第４４代
第４５代
第４６代
第４７代
第４８代

昭和34年～36年度
昭和37年度
38年度
39年度
40年度
41年度
42年度
43年度
44年度
45年度
46年度
47年度
48年度
49年度
50年度
51年度
52年度
53年度
54年度
55年度
56年度
57年度
58年度
59年度
60年度
61年度
62年度
63年度
平成元年～2年度
平成3年度
4年度
5年度
6年度
7年度
8年度
9年度
10年度
11年度
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
17年度
18年度
19年度
20年度
21年度

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第１０期
第１１期
第１２期
第１３期
第１４期
第１５期
第１６期
第１７期
第１８期
第１９期
第２０期
第２１期
第２２期
第２３期
第２４期
第２５期
第２６期
第２７期
第２８期
第３０期
第３１期
第３２期
第３３期
第３４期
第３５期
第３６期
第３７期
第３８期
第３９期
第４０期
第４１期
第４２期
第４３期
第４４期
第４５期
第４６期
第４７期
第４８期
第４９期

西山 孝彦
亀村 矗
中村 設夫
田口 英久
伊藤 修史郎
三浦 侃
堀 晃弘
阿久津 一宏
中村 力
大島 康志
山崎 清司
永光 達夫
（坂田）
奥村 悌二
久保 勝義
宗形 雅俊
宮脇 裕明
萩野 元広
川村 政和
平 昌夫
岡田 圭一
峯岸 克善
高田 治樹
春日 靖雅
神庭 正裕
田中 亮介
内田 勝範
田中 昭典
岡部 庸之
吉井 昭寿
味方 心也
廣作 拓郎
中村 敏子
常川 貴夫
橋本 吉朗
武田 一幸
鈴木 健司
横山 直樹
小原沢 義久
松山 健太郎
森 正典
古谷 祥樹
秋山 大輔
石川 慶紀
庄司 洋平
金子 諒平
菅野 由照
橋本 一輝

工業化学
工業化学
工業化学
建築
土木
建築
工業化学
薬学
土木
土木
建築
精密機械
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備考

退部
建築
建築
電気
土木
精密機械
機械
機械
土木
航空宇宙
建築
海洋建築
土木
土木
土木
精密機械
工業化学
建築
建築
土木
建築
建築
海洋建築
土木
海洋建築
建築
建築
物理
電気
物理
機械
数学
機械
物理
海洋建築
土木

２期 連続

初の女子。幹部全員女子。

NUTSファイル-02
年度
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
元
2
3
4
5
6

１位

男子
２位

日本大学学生スキー大会の戦歴
３位

農獣医

生産工

工

理工

商

工

商

生産工

農獣医

理工

工

商

三島

工

生産工

三島

農獣医

三島

工

工

経済

商

工

商

三島

理工

歯

工

理工

歯

三島

歯

農獣医

法

理工

国際関係

歯

農獣医

女子
２位

１位

３位

団体総合
２位

３位

理工

工

経済

法

芸術

工

工

法

農獣医

生産工

商

理工

工

理工

商

１位

理工

歯

理工
理工

法

農獣医

国際関係

歯

商

理工

法

農獣医

理工

法

商

法

理工

農獣医

歯

法

芸術

理工

農獣医

法

理工

歯

法

理工

法

歯

法

生産工

理工

7

農獣医

理工

法

法

8

理工

生物資源

法

理工

生産工

生物資源

理工

生物資源

生産工

理工

法

歯

理工

法

生物資源

松戸歯

理工

生物資源

法

文理

理工

商

生物資源

文理

商

松戸歯

生物資源

商

9

理工

10

理工

11

生物資源
法
文理

理工

生物資源
商

文理

国際関係

理工
法
文理

法

歯

商
理工

生産工
理工

経済

文理

松戸歯

松戸歯

工

文理

商

松戸歯

法

文理

生物資源

歯

商

松戸歯

生物資源

商

文理

松戸歯

理工

松戸歯

生物資源

12

文理

商

13

商

松戸歯

14
15

商
松戸歯

文理
松戸歯
生物資源
法
経済

16

経済

理工

文理

松戸歯

文理

生物資源

文理

理工

17
18
19
20

生産工

松戸歯

経済

歯

松戸歯

生物資源

松戸歯

歯

文理

文理

医

歯

歯

松戸歯

薬

歯

文理

医

医

生産工

歯

歯

医

理工

医

歯

文理

生産工

医

商

歯

理工

医

医

歯

商
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歯

NUTSファイル-03

日本レコード大賞との関係性

実は日本レコード大賞とNUTSは同期していた！？
例・・・１０期のＯＢは、第１０回（昭和４３年）時に大学に入学している。曲で当時の時世がわかる・・・。
曲名
年
回数
歌手名
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
9期
10期
11期
12期
13期
14期
15期
16期
17期
18期
19期
20期
21期
22期
23期
24期
25期
26期
27期
28期
29期
30期
31期

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回
第26回
第27回
第28回
第29回
第30回
第31回

1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年

(昭和34年)
(昭和35年)
(昭和36年)
(昭和37年)
(昭和38年)
(昭和39年)
(昭和40年)
(昭和41年)
(昭和42年)
(昭和43年)
(昭和44年)
(昭和45年)
(昭和46年)
(昭和47年)
(昭和48年)
(昭和49年)
(昭和50年)
(昭和51年)
(昭和52年)
(昭和53年)
(昭和54年)
(昭和55年)
(昭和56年)
(昭和57年)
(昭和58年)
(昭和59年)
(昭和60年)
(昭和61年)
(昭和62年)
(昭和63年)
(平成元年)

32期

第32回

1990年 (平成2年)

33期

第33回

1991年 (平成3年)

34期

第34回

1992年 (平成4年)

35期
36期
37期
38期
39期
40期
41期
42期
43期
44期
45期
46期
47期
48期
49期
50期

第35回
第36回
第37回
第38回
第39回
第40回
第41回
第42回
第43回
第44回
第45回
第46回
第47回
第48回
第49回
第50回

1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年

(平成5年)
(平成6年)
(平成7年)
(平成8年)
(平成9年)
(平成10年)
(平成11年)
(平成12年)
(平成13年)
(平成14年)
(平成15年)
(平成16年)
(平成17年)
(平成18年)
(平成19年)
(平成20年)

黒い花びら
誰よりも君を愛す
君恋し
いつでも夢を
こんにちは赤ちゃん
愛と死をみつめて
柔
霧氷
ブルー・シャトウ
天使の誘惑
いいじゃないの幸せならば
今日でお別れ
また逢う日まで
喝采
夜空
襟裳岬
シクラメンのかほり
北の宿から
勝手にしやがれ
UFO
魅せられて
雨の慕情
ルビーの指環
北酒場
矢切の渡し
長良川艶歌
ミ・アモーレ〔Meu amor é･･･〕
DESIRE -情熱愚か者
パラダイス銀河
淋しい熱帯魚
演 恋唄綴り
ポ おどるポンポコリン
演 北の大地
ポ 愛は勝つ
演 白い海峡
ポ 君がいるだけで
無言坂
innocent world
Overnight Sensation
Don't wanna cry
CAN YOU CELEBRATE?
wanna Be A Dreammaker
Winter,again
TSUNAMI
Dearest
Voyage
No way to say
Sign
Butterfly
一剣
蕾
Ti Amo

- 11 -

水原弘
松尾和子 和田弘とマヒナスターズ
フランク永井
橋幸夫 吉永小百合
梓みちよ
青山和子
美空ひばり
橋幸夫
ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
黛ジュン
佐良直美
菅原洋一
尾崎紀世彦
ちあきなおみ
五木ひろし
森進一
布施明
都はるみ
沢田研二
ピンク・レディー
ジュディ・オング
八代亜紀
寺尾聰
細川たかし
細川たかし
五木ひろし
中森明菜
中森明菜
近藤真彦
光GENJI
Wink
堀内孝雄
B.B.クイーンズ
北島三郎
KAN
大月みやこ
米米CLUB
香西かおり
Mr.Children
trf
安室奈美恵
安室奈美恵
globe
GLAY
サザンオールスターズ
浜崎あゆみ
浜崎あゆみ
浜崎あゆみ
Mr.Children
倖田來未
氷川きよし
コブクロ
EXILE

続・私の先輩シリーズ
３０周年記念誌で掲載された「私の先輩」シリーズ。今回はその続編として４７期～２９期を振り返ります。

先輩との思い出

山さんです。最初は部の理不尽な風習に納得がいか

４７期 金子 諒平

ず 1 年生 4 人で直談判に行ったことがありました。その
時、私たちの話を真正面から受け入れてくれ、部の風

私にとってスキー部とは、未熟な自分を成長させてく
れる場でした。その中で、先輩の役割はとても大きく、

習に関しても納得のいく話を聞け、秋山さんという人に
初めて触れた瞬間でした。

感謝してもしきれないほどです。特に一つ上の庄司洋
平さんと石塚渚さんには迷惑をかけてばかりでした。

それからというもの、1 年の夏に一緒にフランスに行
ったときも飲んで泣いていた私を寝ながら慰めてくれた

自分が三年の時に部活の仕事をうまくこなすことがで

り、上手くいかないとすぐへこんでしまう私に喝を入れ

きずに、投げ出してしまった事がありました。もう部活に

てくれたり、大会で頑張ると褒めてくれたりと、それはも

は戻れないかも知れないと投げやりになっていたので

う可愛がってくれました。先輩後輩を超えた親しみ易さ

すが、先輩は暖かく迎えてくれて、また自分に立ち直る

も持つ反面、先輩としての威厳も常に持ち合わせてい

力をくれました。一人ではできない事も他の人と相談し

ました。

て協力していけば乗り越えられると、先輩の存在を大き
く感じた出来事でした。

秋山さんの言葉は常に説得力があり、私たち後輩の
心に深く染みこみました。練習やミーティングとそれ以

そんな迷惑をかけっぱなしな自分でしたが渚さんの

外のメリハリを最重要視した秋山さんのまとめ上げたチ

最後の年には、女子部員が集まり岩岳での女子総合７

ームが、オール日大のクロスカントリーで優勝したときの

位に入ることができました。壇上に上がったときのまぶ

感動は今でも忘れません。選手はもちろん応援組も一

しい笑顔は忘れられません。

つにまとまり、これがチームワークだと初めて実感した

また、自分が引退するときにもかけつけて来てくれまし

瞬間でした。

た。そのときの解散式で、「４年間ですごい成長した。最

そして、私たちが幹部になったときの密かな目標は、

初からは想像もできなくらい立派になった。」と言ってく

秋山さんの代を超えるチームにすることになりました。

れました。

実際私たちの作ったチームが超えることができたかは

それもこれも、みんな先輩が自分を根気よく応援し続
けてくれたからに他なりません。本当にありがとうござい

分かりませんが、秋山さんから引き継いだチームに対
する愛情は何物にも代えられないものになりました。

ました

私のスキー人生は秋山さんなしで語ることはできませ
ん。遊び上手で、どんなことでも楽しいものに変えてし
まう秋山さんから教わったものは数知れず。一人っ子の

一人っ子の兄

私にとって兄のような存在です。

４６期 石塚 渚
入学してすぐの勧誘の時期、私は競技スキー部のブ
ースを探していました。そこにいたのが当時の主将、秋
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行できない弱さがあった。当時の幹部の方からは当然

背中を追って

厳しい事を毎日言われ続けてきた。

４４期 秋山 大輔

我々が悩んでいたある日、小原沢さんにお願いをし
て我々2 年生の話し合いの場に一緒に入っていただい

私は思い出に残る先輩として、１年生のとき主将を務

た。我々の考えとしては「問題点や解決方策などを一

めていた森さんとの思い出を紹介します。モーグルを

緒に考えていただき、アドバイスがいただけたらいい

やりたかった私は、基礎技術を向上させるために１シー

な・・・」というものであった。しかし実際は違った。アドバ

ズン限りと考えスキー部へ入部し、仮面をかぶったまま

イスどころか、具体的に明日どのようなことを実行する

参加していました。

のか、それを踏まえて今後どのように活かすのか、そし

そんな人見知りする私が初めて本音で話したのが森

てどのような信念をもってこのスキー部を支えるのか等、

さんでした。あれは岩岳の大会期間中、お世話になっ

御自分の時間（確か、ドラマ“恋ノチカラ”）をも犠牲にさ

ている北林でのことでした。暖炉脇に独りでいた私に話

れて夜遅くまで我々と真剣に考えていただいたことは

しかけていただき、時間がたつにつれて聞き上手な森

今でもはっきりと覚えている。我々もその先輩の姿を無

さんについつい本音を話していた気がします。そんな

駄にはできない思いで、次の日から口だけではなく実

本当の私を「秋山面白いやつだな」と言い、それからと

行できるように努力していった。それらの甲斐もあり、

ても目に掛けていただきました。シーズンが終わり来シ

我々は本当のまとまった集団になっていき、いつの日

ーズンを考えたとき、この先輩ともう少し同じ時間を過ご

か幹部として認められるようになっていた。

したいという思いが、部活を続ける決め手となりました。

大学を卒業してからも小原沢さんと多くの時間を共

不思議なことにそれからの私は森さんの背中を追いか

有させていただいています。特に毎年 6 月末からの一

けるかのように、森さんと同じく主将を務め、森さんと同

大行事（本年度で 4 回目ですよね！）には毎年多くの

じく教員となっています。スキー部での出逢い・経験が

笑いとハプニングがあり、これもある意味、「小原沢さん

なによりの宝物です。そのきっかけをくれた森さんは私

の力に依るものか！？」とも感じます。

にとって今も昔もこれからも大先輩です。

あのときの「はとぐるま かわばた」のあのテレビの前
での話し合い。私は“あの場所のあの時間”がとても思
い出深いものとなっています。今でもあのテレビの前に

あの場所のあの時間

立つと、当時の事が鮮明に蘇ってきます。それぐらい私

４２期 森 正典

にとっては大切な思い出の場所なのです。
小原沢さん本当にあの時はありがとうございました。

卒業してから 5 年が経った。大学生の頃を思い出すと、
やはりその中心にあったのはこのスキー部であったと今

また、今後もよろしくお願いいたします。また何かあった
ときは誘ってくださいね！

でも感じる。様々なことを吸収できる大学 4 年間をこの
スキー部と共に過ごせたのは私にとって幸せであった。

私の先輩・・・第 38 期

多くの仲間と出会い、楽しいことや辛いことを共有して

滝本さん

４０期 小原沢 義久

きた。仲間と同じ時間を共有できていたことも貴重なも
のとなっていた。そんな思い出深いスキー部であったが、

滝本さんは、私に楽しいスキーを教えてくれた先輩

一人の先輩の存在が我々42 期を支えていた。
先輩の名前は「小原沢 義久」。我々の 2 つ上の学

です。一年生の時、シーズンが近づくにつれて、新入

年であり、主将も務められていた方でもあった。当時 2

生部員の人数が減少し、15 人いた部員がいつの間に

年生であった私たちは幹部交代を目の前に控えてもい

か 4 人になってしまいました。仲のよかった人達も辞め

ながら、まとまらずにいた。口だけは達者だったが、実
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ていき、男性部員としては私一人という状況で最初のシ

大きな糧になりました。現役の皆さん。これからも伝統を

ーズンを向かえていました。

引継ぎ、飛躍を続ける事を期待いたします。

その中で、私をたくさんのスキー場や、他大学の合
宿などに連れてっていただいたのが、滝本先輩です。

思い出の先輩

何かと一緒にいると笑いが絶えない先輩で、その笑い

形屋さん
３６期 清水 領二

が自然と力に変わっていたと今は実感しています。そ
のときから、私の中で常に人前で笑顔になれるようにし
よう。笑うことで、元気をづけれるような先輩になろうと思

卒業してもう 10 年になりますが、スキー部で最も印象

いました。

に残っていることはやはり「芸」です。特に同期の小川

卒業してからは、なかなか連絡が取れず、大変申し

はスキーもさることながら「芸」の才能は天才的で、我が

訳なく思っております。この場をお借りして、お礼をさせ

36 期は彼を中心とした演芸活動が非常に盛んだったこ

ていただきます。「ありがとうございました。」

とを思い出します。そして当時、私が１年の時に４年生
だった廣作さん、溝口さん、形屋さんには大変熱心に
ご指導いただき、最初は恥ずかしかったことも笑いをと

私の先輩

るにしたがって恥ずかしさより楽しさが大きくなっていき

３８期 滝本 隆一

ました。
そんな「芸」に目覚めた我々への期待からか、合宿を

50 周年おめでとうございます。私も大学を卒業し、あ

重ねるごとに廣作さんが用意していたと思われるセンス

っという間に 10 年が経過しました。学生時代は 38 期と

光る素敵な衣装は増えていき、溝口さんの芸の指導は

言われても余りピンとこない部分がありましたが、今回

より露出の多い方向へ向かって行きました。しかし形屋

の 50 周年の話を聞き、非常に重みを感じております。

さんだけは、小川のシースルーな衣装を見て「それは

その中で先輩方が積み上げて頂いたＮＵＴＳの一員と

マズイだろ～」と言ってミカンの皮をそっと差し出してく

して充実した 5 年間（訳あって・・・）を過ごせた事を感謝

れる優しい先輩でした。そんな演芸部長小川とその仲

致します。私が入部した年は新入部員が少なく、当時

間達（私を含めて）は陸トレで鍛え上げられた肉体美を

幹事の方々の半分にも満たない状態であったと記憶し

見事に表現する全身タイツとミカンの皮を身にまとい、

ております。幹部の方々はまとまっていない様で団結

キレのあるダンスと美しい歌声を武器に、幹部部屋はも

感があり、それを手本に年次を重ねていきました。（今

ちろん合宿最終日の納会や各大会の表彰台などでも

だから言えますが）

見る者すべてを笑いの渦に巻き込んでいました。

その中でも、中心的な存在であった清水さん（マネー

他にも北海道から帰京する飛行機にタイツ姿で搭乗

ジャー）の記憶が強く残っております。普段は気難しそ

したり（帯広空港では形屋さんと廣作さんは「俺たちが

うな方でしたが、話の内容・話題性に富んでおり、この

なんとかしてやるから大丈夫」といいながら真っ先に壁

人は真面目なのか不真面目なのか当初は非常に悩み

に隠れました 小川談）と、いま思えば無茶な指令も多

ました。 ただ、練習量を見ていると雪にかける思いは

かったのですがそんな話の一つ一つが今はいい思い

人一倍であったと思います。雪上での思いでも多々あ

出になっています。当時はつらいことも多かったスキー

りますが、その中でも一番印象に残っているのは、

部の生活でしたが、そんな「笑い」があったおかげで中

ＡＬＬ日大時に直接指導頂いた一発芸です。（スキーで

途に挫折することなく卒業まで続けることが出来たんで

なくてすいません）普段では想像できない動きに、鈴木

はないかと思います。そしてたくさんの笑顔の思い出を

と私は笑いの涙が止まりませんでした。決してまねので

作っていただいた形屋さんはじめ先輩方には今でもた

きるものではありませんでした。スキーだけではなく、部

いへん感謝しています。

活動としてＮＵＴＳで学生生活を送れた事は、今の私の
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先輩から後輩へ受継がれていったこと

私の先輩

３３期 形屋 亮一

３１期 渡辺 憲太郎

私が新入部員当時、クラブの所帯も大きく個性的な

私がＮＵＴＳに入部した年は、昭和から平成へと時代

先輩があまたいましたが、この執筆をする段階で、後輩

の変わり目である平成元年。映画「私をスキーに連れて

が私についてどのようなことを書くおおよそ察しがつき

って」が数年前に公開され、まさにスキーブームの真最

ましたので、（違ったらすみません。）私もその流れで印

中。テレビでは「SKI NOW!!」が放送され、毎年の様に

象に残る先輩、当時幹部であった渡辺憲太郎先輩を

横文字のスキー場がオープンし、各所より出発する深

紹介します。

夜のスキーバスは満席という、バブルの余韻に浸って

時は、私が１年生時の月山での夏合宿、1 年生の合

いる時代でした。

宿中は勝手も掴めずいろいろと慌しく先輩に怒られな

私が１年生の時のＮＵＴＳは、３年生が不在の為、２

がらも過ごして行きますが、ある夕食後、同期の杉田、

年生の先輩が幹部をしており、皆厳しい先輩であった

細田と共に「幹部部屋へ来い。」とのお達しがありまし

のですが、ひときわ同じ機械工学科の副将：中山先輩

た。

には大変かわいがって頂きました。“人を楽しませる事”

そもそも 1 年生にとって幹部部屋は近づき難い場所

が大好きな中山さんは、いつもイベントが盛りだくさん。

でもあり、何かしたかなと緊張して向かいました。そして

トレーニングの後は、九段下の交差点。合宿の際は野

挨拶をして部屋へ入ると、そこに待ち受ける幹部の

沢の商店街など、様々な場所で一般の人を楽しませよ

面々、部屋に座らされ、渡辺先輩が開口一番「お前達、

うと様々な指令が飛んできます。当時、合宿では大活

リカちゃんトリオって知ってるか？」

躍した中山さんの愛車である黒の“ブルーバード・アテ

「いえ・・・・」と緊張しながら答えると

ーサ”。これに「乗れ」と言われた時は、間違いなくイベ

渡辺先輩が、りかちゃんトリオについて説明を始め、私

ント開演の合図でした。しばし人前での緊張という事を

たち三人に配役を伝えられます。先輩自ら用意された

忘れさせて頂き、おかげで、大会でスタートハウスに入

カセットテープでテーマソングを流し、私たちに踊りの

った時でもあまり緊張しないという精神力を身につけて

指導付きで覚えさせられました。そうです、幹部部屋に

下さったと感謝しております。この時はスキーは団体競

は、芸を仕込まれに来たのでした。（今考えると、決して

技では無く個人競技だと強く感じさせられる時でした。

芸達者とはいえない割とゴツイ三人を選んだのはすご

『自分に自信が無いと何も出来ない』。これは今でも私

いセンス）

のすべてであると思っております。この思いがあり、後

その後、渡辺先輩はじめ幹部の先輩の方指導による

の後輩にも良き伝統！？として表現は違えど受け継が

先輩女子部員からメイクが施され、みんなの前で披

れたのでは・・・。我々の世代は先輩方に反抗し、噛み

露！！しかしこれはリハーサル。その後トランシーバー

ついた時期がありました。同様に我々も後輩に噛みつ

を持たされ、他大学の宿舎まで披露しに遠征しに出か

かれました。しかし、この「先輩に噛みつく」ことにより一

けました。当時、渡辺先輩が「いろんなプランが湯水の

皮剥け、お互いに成長していったのでは？と感じる次

様に沸いてくるよ」と言いながら芸を仕込んでいたのを

第です。

印象強く覚えています。

また中山さんは大変面倒見のいい先輩で、よく北軽

そして 2 年後私が幹部になって、はたまた四年生に

井沢の別荘に招待してくださり、冬は近くの鹿沢ハイラ

なっても「俺たちも湯水のように様に沸いてくるよといわ

ンドスキー場でミニ合宿を開いて頂きました。金魚の糞

れながらやったんだぞ」といいながら、一芸を仕込む恐

みたいについていってた私は、そのまま同じ会社へ就

怖の 33 期トリオの姿が出来上がったのでした。

職。同じ支店の同じ事業部で同じフロア。卒業後もしば
らくご一緒させて頂きました。・・・・・。お世話になりっぱ
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なしです。

私の先輩
２９期 中山 勝嗣
私が入部した当時の副主将の塚田正夫先輩には、
本当にかわいがっていただきました。当時、塚田先輩
はアルペンチーフでもあり、各大会では常に優勝争い
に絡んでいました。同じ機械工学科ということもあり、勉
強の面でもよく面倒を見ていただきました。知的でクー
ルなイメージ、ご自分のプライベートについてもあまり多
くを語らない方でしたが、ある日塚田先輩の下宿先に
お邪魔した時、夜中に電話が鳴り塚田先輩が慌てて別
室で話されていました。その日は、塚田先輩と同期の
高瀬先輩もいらっしゃいましたが、「おい中山、ちょっと
電話聞きに行こうぜ」と言うのです。「高瀬さん、ヤバイ
ですよ」と言いながら、ベールに包まれた塚田先輩の
秘密が垣間見られそうで、ついつい電話の内容を聞い
てしまいました。
当時、塚田先輩は確か遠距離恋愛をされており、そ
の時の電話はいわばお二人のホットラインだったので
す。私と高瀬先輩が電話の内容を聞いてしまったのを
知った塚田先輩があの時少々動揺しながら、「誰にも
言うなよ」と言われたのが何だか人間ぽくって嬉しかっ
たのを覚えています。
そんな塚田先輩から副主将を受け継いだ時、塚田
先輩は私に「中山、お前はお前。俺のマネではなくお
前の個性で、部を引っ張って行け！」と言っていただき
ました。この言葉は、今でも時々思い出してしまうほど、
ありがたい内容でした。機会があればいつか再会し、
当時の思い出話などさせていただきたいと思っていま
す。
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続・カップル誕生
こちらも３０周年記念誌で掲載された「カップル誕生」の続編です。

「息子に夫の影を・・・・・」

りしたことに妻が３０周期年記念誌を見ていたら、１４期

２５期 春日（旧姓：飯田） 純子

のところに服部誠一、勤務先服部整骨院とありました。
なんと服部整骨院の院長先生がスキー部の大先輩だ

卒業して早２２年。１年先輩の夫と結婚して１９年、あっ

ったのです。家族全員でびっくりしました。服部先輩今

という間でした。おじさん、おばさんになってしまいまし

後とも親子共々よろしくお願いいたします。

た。夫は現役時代から約２０ｋｇも太り、私は出産のたび
に気が強くなりお互いこんなはずじゃ・・・・・と思うこの
頃です。高校３年と中学１年の息子がおりますが、高校

「オール日大リフトの上で・・・」

３年の息子は幼い頃から毎年スキーに行っていたおか

３３期 野口 昌市

げで高校でスキー部に入部、関東大会にも出場し親バ
カな私たちは仕事を休んで応援に行きました。何十年

妻：３６期 真由美（旧姓 川人）

ぶりかに大会の緊張した雰囲気を味わい現役時代を
懐かしく思い出しました。夫はスキー部では主将および

自分が妻と出合ったのは今から 15 年以上前のある春

アルペンチーフで表彰台にも度々上がるほどで雲の上

の日でした。その日は NUTS 入部希望者が初めて練習

の存在でした。ワンピ姿でさっそうと滑る息子を見て、

に参加する日であり、自分は 4 年生にもかかわらずで

私たちもあの時はキラキラ輝いていてよかったなと思い

懲りずに部活にでていました。続々と入部希望者が集

ました。昨年久しぶりに野沢温泉の川端に行き、同期

まってくる中、物静かで優しそうそうな女性(現在の嫁さ

の中野君と一緒に滑りました。細々でもスキーを続けて

ん：旧姓 川人真由美)を見つけました。スキー馬鹿であ

また機会があればスキー部の仲間と滑りに行けたら嬉

った自分は一目ぼれしてしまいました。それからというも

しいです。

の、4 年生であることをいいことに、1 年間かけて少しず
ついい先輩であることを刷り込み、オール日大のリフト
の上での告白にこぎつけたのでした。今思い出しても

「ドクターは NUTS の先輩だった」

恥ずかしい思い出です。現在は子宝にも恵まれ、3 人

２４期 春日 靖雅

の子供たちと楽しく過ごしていますが、今となっては自
分が先輩であったことは幻だったのではないか？と思う

長男のスキーの大会を応援に行きスタート前の緊張感

日々を過ごしています。(母は強しです。)また、やはり

がよみがえってきました。今は膝を悪くしてスキーがで

子供にもスキーさせているのですが、妻の方が学生時

きないので残念です。今年は治療にはげみ来年は滑り

代の賞状が桁違いに多く、父親としての立場がありませ

たいと思っています。今私は次男が入っている横河武

ん。ただ、なんだかんだ言っても体育会系のノリがたま

蔵野 FC ジュニアユースチームの専属トレーナーをして

に出たりして、楽しい毎日です。

いる服部誠コーチが副院長をしている服部整骨院で息
子と一緒に治療をしていただいています。そしてびっく
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「部内結婚のすすめ」
３３期 廣作 拓郎
妻：３３期 利香（旧姓 萩原）

卒業して 15 年、妻（旧姓：萩原利香）と出会って 19 年、
すでに人生の半分を妻と過ごしています。なぜ彼女と
結婚したか、答えは彼女が NUTS 部員だったからだと
思います。まず第一にガッツがある。NUTS での 4 年間
は結構過酷です。女性が 4 年間を勤め上げるには気
合とガッツが相当必要だった思います。どんな粗末な
扱い（男子部員と同じ）をしてもめげずについて来る姿
勢が良かったのだと思います。現在はすっかり立場は
逆転、私が粗末な扱いを受けます・・・次に行動がすば
やい。食事、風呂、トイレ、出発前の支度、全ての行動
が素早い。これは男にとって非常にありがたい。おそら
く合宿中での起床、消灯、食事、ワックス、芸など一連
の行動の中で身についたものだと思います。最後に至
福の時間を共有できる。私にとっての至福の時間は今
でもよく顔を合わせる OB 達とスキーや昔話を語りあう
時間です。それを夫婦で共有できることは幸せなことで
す。後輩諸君、部内結婚なかなか良いものですよ。
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NUTS の思い出ベストテン
現役時代のＮＵＴＳの良き！？伝統。今も受け継がれているのでしょうか・・・・・。

【愛雪歌】
・節目で歌われる愛雪歌。
・新歓合宿の夜行列車で先輩に愛雪歌と校歌を教わったこと。
【ナッツファイ】
・ヨ～ッ、ナッツファイ、ナッツファイ、ナッツファイ！
【トレーニングの声だし】
・武道館までの声だしランニング！
・武道館まで学校名を出しながら走ったこと。（今思えばとてもはずかしい。）
・靖国通りの声を出しながらのランニング。
【陸トレ】
・北の丸までのマラソン。夜の皇居一周トレーニング。
・ダッコちゃん腹筋。
・男坂での陸トレ（筋トレ）。
【合宿関連】
・当時恒例だった月山・夏合宿での最終日に行なわれた部員全員による長距離登山走（志津から姥沢ま
での登り）のきつさは忘れられない！
・ポール練習時は自力登坂。当時はどこのスキー部でも同様だったが、リフトが有るのに乗らないで体力
一本勝負、「ヨー、ナッツファイト」がゲレンデに響いていた。「リフトを使ってトレーニングした方が効率良
いですよ」と、いつも神谷が文句を言っていた。
・夏合宿での大木上げ。(たまたま大木が在ったのかな？)
・ディスタンス班の合宿練習後のお汁粉。
・雪の上での正座。
・オール日大で恒例の食後のアイスジャンケン。あの人数で負けると悲惨であった・・・。
・合宿中にだんだんと顔が大きくなってくる某女子部員。
【合宿の集合】
・合宿出発日、１年と２年は、12 時に上野駅に集合。２３時発の夜行急行列車の座席を確保するため。
・新歓合宿の集合時間。深夜 1 時発の夜行列車なのに 1 年生の上野駅集合時間は昼の 3 時。
【飲み会】
・小松流お酒のいただき方。
・新歓合宿時のおつまみ入り杯でしょう。「つまみは何がいい？」「はい。から揚げとウインナーをお願いし
ます。」・・・油の浮いた日本酒は辛かった。
・飲み会の翌日、気付くと顔にマジック書き。
・トイレはお友達、きれいに敷き詰められた新聞、上級生の方々の酔っ払い（死亡者）の扱いのうまさ。
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【幹部交代式】
・幹部交代式の『誓いの盃』。三日酔いになりました。
・やはりあの幹部交代式は忘れられません（トラウマ？）。その内容は活字にすることすら憚られます。
・幹部交代式での日本酒ドンブリ一気飲み。
・幹部交代式での長～い時間の正座。
【芸関連】
・恐怖の幹部部屋（呼ばれたときは一芸持参）。
・北海道（朝里川）合宿でクリスマスイブに女子大のミーティングにタイツ一枚で潜入（ビデオ係り有り）。
・先輩と目が合うと必ず、「おい。何かやれ！」と言われる事。
・人のいるところ常に一芸披露。特に ALL 日大の納会は M1 決勝のような気分。
・タイツダンス。
・野沢温泉にて、クリスマスの夜に披露した仮面ライダーショーが忘れられない。
‥‥ちなみにショッカー役でした。
【コーチャー会】
・コーチャー会と紅茶会を間違え、先輩に怒られる。
・毎晩説教のコーチャー会。
・コーチャー会逃走。
【起床係】
・目覚し無し起床係！！！寝ぼけた係りに深夜に起こされました。
・幹部部屋に裸で起床係。
【その他】
・合宿もそろそろ中だるみになるころ、夕食やミーティングのときに必ずと言っていいほど幹部から「待機命
令」が出ること。
・食事時の嫌いな食べ物「集合～！」の号令。
・妙高に移動する際には「ふりかけ」が必需品。
・合宿中は、寝ている間も先輩に寝言で「声出せ！」と怒られた。
・合宿終了後の青春 18 きっぷでのどんこ帰り。（特急で帰るリッチマンもいましたが。笑）
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皆様からの一言コメント
【１期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
竹内

栄多

吉崎

おめでとうございます。

中丸

浩

参加の予定ですが、１１月３０日から海外出張の予

博之

定があり、場合によっては２９日出発の可能性があ

第１期生の私しとしては５０年が経過したとは思え

り、１０月中には確定します。

ない年月です。７０歳に手がとどく年ですが、毎年

・・・・参加出来ます。３０日出発確定。

ゲレンデにて孫とスキーを楽しんでおります。

西山

【４期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

孝彦

５０年を過て早７０才。生き様の中に教訓は多く、

伊東

残れり NUTS にシーハイル！！

孝雄

５０周年記念お目出度うございます。田口、村上が
亡くなり４期は寂しい限りです。村上の奥さん 村

【２期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
石田

上憲子さんも一緒にお祝い会に参上します。

勝彦

広居

敏夫（故人）

おめでとうございます。益々御発展致しますこと心

奥様より：平成２１年３月永眠。卒業祝にいただい

からお祈り申し上げます。参加致しませんが、皆様

た NUTS の楯をとても大事にしていました。共に滑

の御活躍を期待致します。

ることができ良い思い出です。皆様の御健康と御

亀村

矗

多幸そして５０周年の記念パーティーの御盛会を

５０周年おめでとう。今後の発展を希望します。

早川

心よりお祈りいたします。

英夫

村上

康範（故人）

お世話様です。残念ながら出席出来ません。今で

奥様より：平成１６年８月永眠。３０才で経営者とし

もシーズン２０回程度スキーを楽しんでます。

て臨めましたのも、関東理工学部スキー大会設立
に携わらせて頂いたお陰と、生前申しておりました。

【３期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皆様には感謝申し上げております。心より御祝い

中島

申し上げます。益々の御発展をお祈りしておりま

誠一

私はスキー部が出来て３期目ですが、もう５０周年

す。

とは驚きました。応援します。よろしく。

舟根

【５期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

章

伊藤

大阪在住のため参加できません。

河本

栄一

修史郎

まずは実行委員の皆さんご苦労様。我々五期連

NUTS５０周年まことにおめでとうございます。心よ

中は人数も多く、毎年ゴルフ、山登り、温泉、学生

り御祝い申し上げます。有志による同好会から出

時代の合宿地巡り、飲み会と集まっては楽しいＯ

発した NUTS’クラブに入会し、同じ釜の飯をたべ

Ｂ会をしています。又、１１期の山崎君が発起人と

た貴重な多くの友人達を持つことが出来たことは、

なり、今年から北海道支部を発足したところです。

今現在たいへんな財産であり心のささえとなって

鹿熊

いることとして感謝しております。

忠彦

準備ご苦労様です。2005 年３／７妙高高原での学
部対抗時のキャプテン秋山大輔君に多分「第１回
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記念誌」を渡したので、確認して、あれば参考にし

くれた後輩達に敬意を表し、今回の５０周年記念

て下さい。

パーティーの開催に漕ぎ着けてくれた諸氏の努力

向井

浩

に心から感謝いたします。

今年春サラリーマン生活を卒業し毎日が日曜日の

今田

修雄

のんびりした生活をしています。幸い比較的に健

実行委員の皆様お疲れ様です。私用につき出席

康ですので 7 月には 5 期の連中と山に行きました。

出来ず申し訳ありません。記念パーティーの成功

（私は途中までしか行きませんでしたが。）１年の

を祈ってます。

夏南アルプスに夏合宿で行った事が遠い思い出

黒川

正昭

として蘇り、当時の体力が何処へ行ってしまったの

半世紀も経過したとは驚きです。自分もそれだけ

かとつくづく年を感じた次第です。

年をとったと言うこと！

柴田

勝也

神宮寺 武矩

残念ですが、今年住居マンションの理事になり、

「継続は力なり」ここまで永く、大きく育てくださった

最終日曜日理事会です。今回は大規模修繕の重

方々に感謝致します。またこのようなイベントを企

要事項があり、出席できません。皆様に宜しく！

画してくださった方々にも感謝です。ありがとうござ

冨山

泰之

います。

５０周年おめでとうございます。我々も卒業して４５
年今でも同期の仲間と機会があるたびに集まれる

【６期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人だけで旧交を温めています。

中野

中原

雅彦

功

おめでとうございます。NUTS と聴くと大変なつかし

御苦労様です。月末のビルメンテナンスの日と重

くなります。私も６５才になりますが、今でも年２回く

なる為、出席できません。皆様によろしくお伝え下

らい八ヶ岳の方へスキーに行きます。現在、建設

さい。

会社の代表をしていますが、７０才くらいまでは働

沼沢

光彦

けるかなと思っています。若い頃にスポーツをして

もうあれから５０年ですか～。何かゆめの様です。

前田

いるという事は、年を取ってからの財産（身体の）

嘉克

になると思います。皆さん、これからも元気に頑張

「NUT'S５０周年」おめでとうございます。５期前田
嘉克です。記念パーティーではお世話になります

って下さい。

浜田

稔明

がよろしくお願いします。「もう５０年も経ったのか」

ＮＵＴＳ５０周年おめでとうございます。又、幹事の

（私は４５年ですが）と自分の年を忘れて感慨深く

方々、御苦労様です。去る、９月１１日某所で１期

“歴史”を紐解いています。想い帰せば、スキーが

～６期のＯＢ連中の飲み会がありました。その席上

好きで NUT'S に入部したのですが、「スキーを楽し

にて、１期西山氏より「 『愛雪歌』は俺の作詞・作

む（上手くなる）」ことよりも「厳しい(?)トレーニング

曲なのだ」という発言があり、小生全くその事実を

（シゴキ？）に絶対ついて行く」気持ちの方が強か

知らず、びっくりしました。昔の人は偉いものです。

ったように思います。それを受け入れてくれる先輩

愛雪歌がこれからも末永く歌い継がれていく事と

であり NUT'S でした。この気持ちが、その後の実

思います。

社会に於いても、また“Everyday Sunday”となった

真田

現在でもいつも心の隅にあって「なにくそ！今に

昌宏

ご苦労様です。よろこんで参加させて頂きます。

見てろー！」と頑張れたのかも知れません。この様
に、NUT'S は私の生涯において、いろいろな局面

【７期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

で、欠くことの出来ない存在ですが、NUT'S を立ち

大橋

邦男

上げて下さいました西山会長を始めとする諸先輩

１０月８日４２年土木工学科卒の宮城先輩にお願

方、その意志を半世紀にわたり延々と引き継いで

いがあり電話しました。宮城さんは岩手県建設業
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協会会長、全国建設業協会の理事になられており

【８期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ます。

阿久津 一宏

中村

栄

日大闘争の最中、NUTS 解散の危機を仲間と協力

現役時代の五年間は部員数５０～８０名程の大所
帯でした。「スキーが物凄く上手い人・下手な人」、

してのりきった。

小林

満

「頭が少々良い人・良くない人」、「任侠的硬派・軟

５０周年おめでとうございます。当日は諸用があり

派師」、「先輩面を吹く奴・後輩に優しい人」など多

欠席とさせていただきます。盛会をお祈り申し上げ

種多様な人物の集合集団が「ＮＵＴＳ」であったと

ますとともに、NUTS のますますの発展を期待して

私は思う。当時の思い出は切りが無いので以下の

おります。

石川

七項目を記載します。
①

②

眞生

入部の動機：５月連休に新歓合宿があると勧

NUTS 創部以来５０年を迎える事が出来ました事を

誘されて。（当時の僕は５月にスキーをした事

心より慶んでおります。NUTS 在籍時の色々な楽し

がなかった単純な理由。この合宿で軟派師

い及び辛い出来事を思い出し、観想にふけており

／山崎に遭遇した）

ます。未だ現役で働いておりますが、スキーは近

二年時の５月新歓合宿で呆れた後輩と出会

年殆ど出来ずに５年に１度の割合です。今後はも

った事。（上野駅集合時に缶ビールを飲み

っと回数を増やせばと考えておる近況です。

ながらやって来た馬鹿な奴／児玉。くされ縁

鳥居

ヒロ子

は継続中だ）

娘がやっと就職先の内定がもらえて、来年４月から

二年時の猪苗代合宿では、山崎と悪太と俺

（鬼に笑われるかもね）社会人です。これで一応、

で便所にて遊んだ事。（安田は無罪です）

一区切りで、ほっと一息と思いきや、「あと半年、も

④ 三年時の６月に小西と細田勇と私とで谷川連

う何をしても自由！」とばかりの日々で、毎日ハラ

③

峰の最高峰「仙の倉山」へ滑りに行った事。
（土樽口から７時間かかり登頂、わずか３０分
⑤

ハラの連続です。早く４月１日が来ないかな－!!!

児玉

康孝

で滑降）

仕事して、少しスキーして、少しゴルフして、そのた

三年時の７～８月に掛けて小西と二人で北海

びごとに美味しい酒を呑んでいます。

道キャラバンを敢行し大雪山系を滑った事。
（北鎮岳の白鳥雪渓が綺麗だった。樋熊と遭

【９期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

遇しないでよかったなー。）

神谷

正一

⑥

山形蔵王で水泳パンツ一枚で滑らされた事。

今でも 7 期中村さん、8 期の細田さん達とスキーに

⑦

五年時の野沢での関東理工系大会でダウン

行っています、今シーズンのＯＢスキー大会はぜ

ヒルにオープンエントリーした事。（当時の幹

ひ誘ってください。

部に頼み込んで強引に） あっと言う間の五

細田

年間でしたが、理工学部スキー工学科を無

【１０期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事に卒業し会社員を経て現在（無職）に至る。

磯崎

庸子（旧姓

内野）

５０周年おめでとうございます。当日の日中、用事

堀

敏夫

皆様にお会い出来るのを楽しみにしております。

大島

源子

があり欠席致します。夫（勇）は出席します。

５０周年おめでとうございます。私も還暦を迎え、

晃弘

母の介護をしながら少し仕事をして、スポーツクラ

NUTS５０周年誠におめでとうございます。これから

ブに通い、たまにゴルフに行きます。先シーズンま

も益々発展し継続願います。

ではスキーにも行ってました。来年は孫が３人にな
ります。

- 23 -

大島

康志

おります。

栃木県スキー連盟のマスターズに２年前から出て

松岡

静雄

います。ショートスキーとカービングについてゆけ

毎年この頃は中国出張の為、参加出来ず残念で

ず迷っています。大きなゴルフ大会やりません

す。

山口

か？

大槻

哲夫

邦博

今年８月定年を迎えましたが、再雇用で会社に残

申し訳ありませんが、私事都合のため、欠席とさせ

ることになりました。建設業界の取り巻く環境は大

てください。５０周年記念パーティーの盛会を祈念

変厳しい状況ですが、私個人としては担当業務に

致します。事務局ありがとうございます。

忙しい日々を送っています。休日は会社同僚、学

水野

正行

友あるいは妻と一緒に北部九州の山歩きを楽しん

10 期の水野です。学園紛争さなかで大学のロック
アウトが解けた後、習志野の教養課程から御茶ノ

でいます。

鈴木

昭

水に移ってきて、何か心の虚しさを感じていた頃、

若い女子部員の皆さんに会えるのを楽しみにして

ＮＵＴＳに出会いました。受験競争の激しい団塊

います。

世代で中学・高校と何も運動をしてこなかった私

鈴木

美和代（旧姓 野田）

は、先ず皇居周辺のランニングに根を上げました。

NUTS も年をとりました。我々も年をとりました。

スキーをするのに何で駆けなきゃならないのか、

NUTS 老人ホームを造って下さい。

身体の節々の痛さには本当に参りました。合宿に

保坂

一仁

行って初めてトレーニングの意味が分かりました。

５０周年おめでとうございます。NUTS で学んだ精

競技スキーなど見たこともなく、ゲレンデをラッセル

神で生活しています。野沢での合宿でケガをして

しながら登るなど思いもよりませんでした。しかし、

しまいましたが、同級生の励しや、仲間の支援の

スキーの面白さに取り付かれて夢中で過ごした我

暖かさをいただき、今になって感謝の気持でいっ

が青春でした。同じ釜の飯を食った先輩・同期・後

ぱいです。スキー部の益々の発展を願っていま

輩の皆さんとの出会いも特別の思い出です。今は、

す。

手軽なテニスに夢中に成っていますが、何にでも
好きな事に熱中する事をその楽しさをＮＵＴＳから

【１２期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学びました。懐かしさの余りフラッシュバックしてし

平野

良

まい長々と想い出を述べてしまいましたが、どうか

NUTS50 周年おめでとうございます。出席いたしま

ＮＵＴＳの皆さんもお体に気をつけて好きな事に

す。近況報告：私のひとり娘が先月結婚しました。

尚一層夢中に成って、歳行く事を忘れて頑張りま

親バカながらホームページ作りました。見てくださ

しょう。最後にＮＵＴＳの益々の御発展を祈願して

い。http://telai.blog91.fc2.com/ (PASS： QED )

永光

下ります。

大森

忠美

達夫

５０周年本当におめでとうございます。小生１２期

NUTS が５０周年との事、おめでとうございます。皆

卒業から３８年感慨深いものがあります。特に１２

様にお会い出来るのを楽しみにしています。

期は OB のお世話になった期です。OB 会の力は
偉大です。今後ますます NUTS の輪が広がること

【１１期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山崎

を祈念しています。

清司

輝かしい５０周年ですので、遠い札幌ですが出席

【１３期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

します。

伊藤

田中

誠

修二

５０周年おめでとうございます。自分が１３期ですの

NUTS５０周年おめでとうございます。楽しみにして
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で、それから３７年間も経過したという時の長さと、

その間もＮＵＴＳの歴史が積み重なってきたことは

ます。今年の夏、富士宮口から頂上まで登りまし

素晴らしいことですね！継続してきた皆さん、あり

た。

芦塚

がとうございます。

薫（旧姓

三井）

創立５０周年おめでとうございます。卒業してから

【１４期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スキーとは縁がありませんが、１５期の仲間とは時

服部

折集まります。年月経ても、皆の話を聞いていると

誠一

スキー時代を思うと、すでに３５年もの時が過ぎて

あの頃と変わらずホントに楽しくていいメンバーで

しまった・・・信じられない感じです。NUTS が５０周

す。合宿というと夜行に乗るため昼から上野駅に

年を迎えられる事を嬉しく思います。現在は、長男、

並んでひたすら待つなんて、現在はないのでしょ

二男と共に、整骨院を元気にやっています。

うね・・・。

千嶋

博

【１５期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５０周年おめでとう！私はスキーを１４年してません。

久保

毎日仕事に追われてなかなか休められないのが

勝義

ここ２～３年、山登りに行くようになり、山歩きの何

現実です。たまの休みはエステに行ってリフレッシ

事にも替え難い楽しさを知りました。しかしながら

ュしています。

体力の衰えはいかんともし難く、春から走るように

依田

修

なりました。水泳は１０年近く毎週自己流で泳いで

NUTS50 周年おめでとうございます。時代時代で

いたのですが、最近は習っています。ランニングと

価値観が異なる中で、創立から 50 年、大先輩から

スイミングは楽しいです。時間ができれば自転車も

今日までつながっていることに、驚きと喜びを大い

と思っています。

に感じます。日大理工学部でスキー部を志す仲間

西澤

広智

が、今後も増加し、NUTS が益々発展することを祈

大学の学部のスキー部が５０年を向えることは大

念いたします。

変なことと思います。ここまで受け継いでくれた後

【１６期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

輩達に感謝。

佐藤

洋一

稲葉

正幸

大末建設㈱の現場所長から一昨年内勤となりまし

５０年の「継続」は大変なことです。先輩、後輩のひ

た。年に一度は会社の仲間と懐かしい野沢温泉

とつひとつの努力の結果です。

「仁作」に泊り滑っています。定年まで数える年代

宗形

雅俊

となりましたが、体を鍛えてＮＵＴＳＯＢ会のスキ

50 周年おめでとうございます、半世紀の歴史は伝

－・ゴルフに参加したいと思います。

統ですね。その伝統の中に４年間在籍出来たこと

森山

勇

を誇りに思います。ディスタンスだったので１年の

NUTS５０周年の段取り有難うございます。当日楽

合宿時は、新雪が降りラッセルで午前中コース作

しみにしています。よろしくお願いします。（１５期

りで終わり、走り込みがない時は、心の中で喜んで

アルペンチーフ森山）

いたものですが、初めての大会でいい成績が残せ

栗原

貞二

なかったことが、３年間の練習のバネになりました。

NUTS50 周年、本当にすばらしい伝統を築いてく

２年生の時は関東理工系は総合 3 位、リレーで 3

れました。歴史を作ってくれた先輩、後輩たちに感

位、自身も４位、3・4 年次は総合 2 位、リレー2 位、

謝いたします。卒業して以来、ほとんど OB 会に出

個人は 7 位と東京理科大にはいつも敵わなかった

席していませんので、お会いできることが楽しみで

ですが、悔いはありません。4 年の時は、自分が育

す。私の近況は、現在、単身赴任で、静岡県富士

てた後輩（18 期の萩野君）が、個人でＮＵＴＳディ

宮市に住んでおります。富士山の麓にあり、毎日

スタンス史上、初の優勝をしたことも、最高の喜び

富士山を眺めながら、会社まで歩いて通勤してい

でありました。50 周年記念パーティで、当時の先
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輩・同輩・後輩と会うのを楽しみにしております。

く握手していただいたのが昨日のことのように思い

平口山 和弘

出されます。突然の訃報に接した時には信じられ

ＮＵＴＵ ５０周年 まことにおめでとうございます。

ない思いで一杯でした。とるものもとりあえず北海

あれは私が４年の時だったと思います。２月の野

道から駆けつけた次第です。 斉藤虎征先生は、

沢温泉でのスキーバスでの出来事です。スキーバ

間違いなく私の人生の道しるべの一本を示してく

スでは斉藤虎征先生が参加者対象のバッジテスト

ださった恩師です。ＮＵＴＵ５０周年に当たり、あら

を行うのが恒例であり、目玉商品になっていました。

ためてご冥福をお祈りいたします。

ＯＢの皆さんもここで１級を取得された方が多いと
思います。私は検定員の斉藤虎征先生の助手を

【１７期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

していました。当日のゲレンデはカチカチのアイス

宮脇

裕明

バーンでした。ゲレンデを移動する際に、斉藤虎

実行委員の方、お疲れ様です。５０周年の伝統に

征先生はなんともない斜面で転倒したようでした。

感謝し、NUTS の今後の繁栄を祈ります。

もちろん私は見て見ぬ振りをし、そのことには触れ
ませんでした。事情が変わったのは宿（民宿川端）

【１８期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

に帰り夕食近くになってからでした。斉藤虎征先

大友

武夫

生が突然嘔吐され、意識も朦朧としているようでし

ＮＵＴＳ５０周年、おめでとうございます。ホームペ

た。私はすぐにその原因が「あの転倒」だと気づき

ージを通じて、後輩の活躍に触れることができて、

ました。頭を打っていたようでした。すぐに救急車

とても嬉しく思います。期が近いメンバーとの交流

を呼び、私一人が付き添って、野沢温泉から飯山

は続いているのですが、これを機会に広いメンバ

の病院まで搬送してもらいました。１時間以上かか

ーとの交流が持てることを期待しています。仕事は、

ったと思います。その救急車の中でも斉藤虎征先

映画製作機材等の製造を行っております。年を取

生の意識は混濁しているようで、私の問いかけに

るとともに、スキーからも遠ざかってしまっていま

も反応はいまいちでした。私は斉藤虎征先生の手

す。

を握り続けていました。病院に着き、ベッドに移さ

萩野

元広

れ、意識朦朧の先生の代わりに私が看護師さんの

Ｎ．Ｕ．Ｔ．Ｓ ５０周年おめでとうございます。これ

質問に答えていました。「お名前は？」「サイトウト

からも日本大学と共に輝かしい歴史を築いていか

ラマサです」その瞬間「違う！サイトウトラユキ！」と

れるよう期待します。現役諸君頑張れ！！

はっきりとおっしゃいました。意識はとうの昔に回

岡本

秀彦

復していたようです。多分照れくささから無口にな

３０周年記念誌及びパーティーの時、実行委員を

っていたのでしょう。検査の結果も全て異常なく、

やらせて頂きました。参考になる事があればお話

一晩は大事をとって入院しましたが翌朝には無事

しますよ。幹事の皆様頑張って下さい。

宿へ帰ることができました。 この一件がなくても、
斉藤虎征先生には本当にかわいがっていただき、

【１９期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

感謝の気持ちでいっぱいです。北習志野での体

間

健太郎

育授業でも、合宿やオール日大の大会でも、本当

５０周年おめでとうございます。大きな節目を皆さ

にお世話になりました。大会で失敗すると「おまえ

んと一緒に迎えられ、大変嬉しく思います。50 年

はオッチョコチョイだからダメなんだ」といつも叱咤

の間、NUTS の精神がずっと引き継がれてきたこと

激励してくださりました。先生がスキーへの思いを

はすごい事だと思うと同時に、現役時代の 4 年間、

綴った「雪を友に」を自費出版されたおりには早速

その役割の一部を担ったことを誇りに思います。こ

送っていただき、今でも我が家の書棚で蔵書とし

の記念行事に携わってきた OB の方々に深く感謝

て異彩を放っています。 ＮＵＴＵ３０周年の式典

いたします。

だったでしょうか、東京でお会いし、別れ際、力強
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川村

政和

を深められればと思ってます。

伝統あるクラブに所属していたことに誇りを感じま

政岡

す。すっかりスキーから遠ざかってしまい、年に数
えるほどしかゲレンデに行ってません。頭の中は

弥生

盛会をお祈り致します。

杉本

和幸

昔の現役時代のまま、体が全然付いて行ってない

５０周年おめでとうございます。歳相応の滑りを極

という危ない状態ですが、これからも無理をせず、

めたく、がんばっています。

スキーを楽しんで行きたいと思うこの頃です。

曽田

【２４期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

茂正

５０周年おめでとうございます。自分と同じ歳です

春日

靖雅

が、あらためて歴史を感じます。これからも皆さん

赤ちゃんの時から子供たちを背負ってスキーをし

の活躍を期待し、ＨＰを楽しみにしています。

ていた影響で？高校３年生の長男は桐朋高校の
スキー部で関東大会に出場できました。中学１年

【２０期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

の次男はサッカーに夢中で横河武蔵野ジュニア

平

昌夫

ユースで頑張ってます。私は膝を悪くして３年程ス

５０周年おめでとうございます幹事の皆様にはこの

キーをしていません。子供たちのサポーターです。

様な会を企画して頂きありがとうございます札幌で

ちなみにドーナツの大食いと、アイスのイッキ食い

は宗形先輩を中心にＮＵＴＳのＯＢ会を開催して

は 24 期から始まりました。

大島

います北海道におこしの際は是非ご一報を！

荒井

吉次

参加された皆様の幸せをお祈り申し上げます。

５０周年おめでとうございます。昔の良き時代がな

中村

つかしいです。

藤井

多麻樹
直樹

当日は仕事のため出席できません。すばらしいＨ

伸之

Ｐですね。これからもよろしくお願いします。

NUTS50 周年おめでとう御座います。これも諸先
輩をはじめ、多くの関係者の努力の賜物だと思い

【２５期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ます。これからも NUTS 永遠にと願っております。

谷口

真一

個人的には、愛雪歌を歌っていたあの頃がとても

５０周年おめでとうございます。２５期の自分としま

懐かしく思い出されます。できれば一瞬でもあの

しては我々が培ってきた NUTS２５年の歴史がその

頃に戻りたいです。

倍の時間も途絶えることなく引き継がれたことに感
動すら覚えます。さて、私事ですが卒業後マブチ

【２１期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

モーター㈱に入社し２度の海外駐在（台湾、ベトナ

岡田

ム）を経て現在千葉は松戸の本社で開発の業務

圭一

ご苦労様です。当日は都合がつかず残念ですが、

に携わっております。スキーは海外駐在時にはで

記念誌のみでお願いします。

きませんでしたが、帰国後は年に数回程度楽しん
でおり、最近は子供（４歳）に教えたり市民大会、

【２２期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

草レース等にちょこっと出たりしています。スキー

峯岸

以外ではゴルフ、キャンプ、トレッキング、ジョギン

克善

OB 向け H/P の立ち上げや５０周年記念式典の企

グなどを楽しんでいます。（あっ、あとお酒も・・・）

画をして頂き、後輩諸君に大変感謝申し上げます。

何年か前に野沢の川端で現役の方にお会いした

個人的には卒業して２０年以上経ってますが、今

以外は縁遠くなっておりましたが、これを機に皆さ

もスキー大好き人間の一人として冬場の週末には
ゲレンデ通いをしてます。これからも、OB 先輩の

ん宜しくお願い致します。

春日

方々や後輩の方々とも、スキーやゴルフでの交流
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純子（旧姓

飯田）

現役のころかっこよかった夫はすっかりメタボにな

り、長男は大学受験で忙しく、次男はサッカーに

勝つまで終われません。合宿最後の納会ではど

夢中。愛犬が今の私の恋人です。

んぶり一気（日本酒。各お好み１品付き。菊、海老
ミソ等自己選択）で階段から転げ落ちたりする者や

【２６期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

結構記憶が飛ぶことも多かったです。野沢温泉の

田中

帰りにはディス板を何十本もガムテープでくくり付

亮介

NUTS５０周年おめでとうございます。今後もさらな

けられ帰省したこともありました。幹部交代式では

る発展を期待しています。

ついに失禁も。。（今では考えられません）本当に

松井

重憲

１、２年生の時には４年生、OB の先輩が神仏に見

５０周年おめでとうございます！卒業してから２０年

えました。一番感動した思い出は日頃の練習の積

以上が過ぎ過去の栄光として、記憶にだけ残って

み重ねで先輩後輩一致団結し２，３年時オール日

おりましたが、また、先輩や後輩達とお会いできる

大 距離の部リレー 優勝できたことです。当時を

こと楽しみにしております。また、この度の記念式

振り返りたくないような恐ろしかったことも多かった

典の関係各位の方、御苦労様でした。

ですが途中で脱落せず多くの方に支えられやり遂

皆川

俊政

げこうして５０周年の御案内をいただける事。続け

実行委員の皆様、お忙しい中何かとありがとうござ

てよかったなと想います。式典当日数多くの NUTS

います。久しぶりに、NUTS の皆様と交流が持て、

スキー部の先輩方々、同期、後輩、現役生の皆さ

楽しい気持ちになっております。当日お会いでき

んにお逢いすることができ、『愛雪歌』１番２番元気

ることを、とても楽しみにしております。

良く歌うことを大変楽しみにしております。風貌は

勝又

教光

変わりましたが気持ちは当時のままで臨みます！

日本大学理工学部スキー部５０周年記念式典お
めでとうございます。開催にあたりまして心よりお慶

宜しくお願いいたします。

武田

紀子

び申し上げます。そして実行委員会の皆様、企画

NUTS50 周年記念、おめでとうございます。

から始まり名簿整備、ご案内発送等スムーズな運

私たちが卒業しても、脈々とスキー部が受け継が

営そして大変な御尽力、本当に感謝いたします。

れていることに感銘を受けました。掲載の写真から

現在静岡県富士市で建設業に携わっております。

野沢温泉の川端の食堂が畳から椅子へと変わっ

妻、子３人（中３長女、中１長男、次女小４年）残念

たのに時代の流れを感じました。あのおいしい野

ながらスキーはしばらくやっておりません。週一で

沢菜をまた食べたいなあ・・・・。

インディアカに参加。長男がサッカーGK やってい
ますので週末は応援に行くことが多いです。スキ

【２７期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ー部在籍中は専門の土木工学や大学授業以外

内田

勝範

に大切な社会勉強をさせていただきました。先輩、

５０周年おめでとうございます。厳しい練習が身に

同期、後輩、対外的なお付き合い、挨拶、礼儀の

ついたせいか、現在も細々ながら滑っております。

仕方。厳しい練習や夏、冬合宿、各種大会では自

どこかのスキー場でお会いしたいと思っています。

分に負けない精神力を養い同時に体力の向上、
健康維持。お酒の飲み方、あび方。詐欺師に２度

【２８期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とひっかからないこと。当時の様子に少しふれます

高瀬

恒暢

と週３回の練習では北の丸公園、皇居１週等で持

一年生の時、合宿にＯＢの方が参加されるとお名

久力をつけ、筋トレでは先輩が上に載っかった状

前とお顔を覚えるのに必死でした。お名前言えな

態でのクラウチングの我慢比べ、つぶそうとゆする

いと合宿最終日に悲劇が・・・（初めてお会いする

先輩もいました。総会のあと御茶ノ水のスナック『ア

のに名前もお顔もわからないですよね。）おかげで

ミ』では決まってストレート一気がありました。（※ウ

社会人になり人の名前と顔を覚えるのが得意にな

イスキー ホワイト、色はウーロン茶似）対戦相手に

りました。でも最近年齢とともに・・・
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【２９期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【３１期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中山

五十里 圭紀

勝嗣

NUTS ５０周年 誠におめでとうございます。また、

NUTS50 周年式典の盛会を祝し、NUTS の益々の

記念式典の準備をされている方々、本当にありが

発展と皆様方のご健勝をお祈りいたします。ここ数

とうございます。NUTS が後々まで受け継がれ、80

年、子育てや仕事に追われ板を履いていません

周年、100 周年と続くことを祈念致します。

でしたが、今シーズンは是非とも家族そろって再
デビューしたいと思っています。

【３０期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
岡部

岡

庸之

修一郎
５０周年パーティ当日、フルマラソンに参加します。

５０周年おめでとうございます！歴史あるクラブの

河口湖で７時半スタート。 無事会場にたどり着け

一員にいられることを大変光栄に思っています。ス

るのか！？

キーはいまだに現役で！？レースに出ております。

横地

そろそろ引退かな^^;

木村

８月に子供が生まれました。

秀樹

いまでもスキーを楽しんでます。レースもファミリー

吉井

スキーも。

駒坂

康成

昭寿

日大理工スキー部 50 周年式典が開催されるにあ

安彦

たり心よりお祝い申し上げます。平成元年の入部

50 周年おめでとうございます。このように歴史ある

から早 20 年。夏合宿の月山、木島平のゲレンデ、

クラブに在籍できたことを大変嬉しく思います。現

馬曲温泉、妙高の体育館・・・いろんなところで歌

役時代はディスタンス専門（フリーのみ）でした。良

ったな～懐かしいな～ちっとも歌は上手くならなか

き先輩・同期・後輩のおかげで、とても充実した学

ったけど・・・多くの経験、培った友情は一生の財

生時代（勉強は除く）だったと思います。最近は年

産であり、諸先輩方、仲間に感謝の念でいっぱい

に 1～2 回程度のスキーですが、今年の 8 月から

です。現在は年に数回、温泉を主に家族で万座

長野県諏訪市に転勤となりましたので、若干スキ

や蓼科に行くほか、最近になって県の総体に参加

ーをする回数は増えるかなと思います。また来年

して細々と競技スキーと関わっています。今後のス

春には諏訪大社の御柱祭がありますので、JR 東

キー部のますますの発展と皆様ならびにご家族の

日本をご利用のうえ是非お越しください。最後に

ご健勝とご多幸を心より祈念いたします。

現役の皆さんのご活躍と NUTS の益々の発展をお

渡辺

祈りします。

佐野

憲太郎

NUTS５０周年おめでとうございます。NUTS に在籍

元治

していた事、良き先輩、同期、後輩に恵まれた事

５０周年おめでとうございます。東洋エンジニアリン

を今も誇りに思います。我々が受け継いだタスキを、

グ（株）で、伝熱機器の設計、開発に従事していま

次世代にも繋ぎ続けて下さい。

す。学生時代、生活のほとんど全てだったスキー
部には、かけがえのない友人や貴重な経験を与え

【３２期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

てくれました。今後のご発展をお祈りします。

味方

長谷川 訓久

心也

創部５０周年おめでとうございます。NUTS の一員

ＮＵＴＳ５０周年おめでとうございます。ＯＢの皆様

として大学生活を送れたことに感謝し、またその事

とスキー部の今後の御活躍を楽しみにしていま

は自分の誇りに感じています。これからもスキーを

す。

通じ、素晴らしい人間形成の場である NUTS の卒
業生が増えて行く事を祈念します。

阿部

裕司

NUTS50 周年、大変おめでとうございます。私も大
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学を卒業してから 14 年という歳月が立ち、近年は

ら、いろいろ現役時代を思い返して見ると、やっぱ

仕事に追われる日々が続いておりますので、この

り 30 日以上にもわたる合宿生活、前後の居候を入

50 周年の連絡で、久しく忘れていた NUTS の仲間

れると冬の間スキーばかりしていたことが、今更な

と過ごした日々を懐かしく思い出しました。ここで

がらびっくりです。ストレス（？）でごはんやおやつ

過ごした日々は、今でも私の大切な宝であり、私

ばかり食べていたこと（今もキャラメルコーンは食

自身を一人の人間として本当に成長させてくれま

べたくない）、女子部屋のナイショ話、おもしろかっ

した。改めてこの 50 周年を迎える NUTS に私も所

たなあ。現役の皆様も、たくさん思い出つくってく

属していたことを誇りに思います。この度、式典に

ださい。最後になりましたが、幹事の方々、いろい

出席することができず大変申し訳ございませんが、

ろ準備ありがとうございました。

現役の皆様の今シーズンのご活躍を、またこの伝

高野

統ある NUTS の更なる繁栄を願っております。

関本

裕希（旧姓

田村）

50 周年おめでとうございます。「女子人数５人」と、

竜太

量的（?）にはおそらく過去最大数を誇る、32 期

NUTS５０周年おめでとうございます．しばらくスキ

OG です。現役時代には 2 ヶ月間山ごもり、岩岳で

ーとも無縁の生活でしたが，子供と一緒に再びゲ

ダウンヒルにも挑戦、など今考えるとなんと大胆な

レンデに戻ってきました．現役の頃を懐かしく思い

（でも毎日新鮮で楽しかった）生活を送っていたの

ながら，自然体でスキーと向き合っています．

だろう・・・と、遠い目をしてしまいます。パーティに

万袋

毅

は参加できませんが、最新情報がわかる WEB ペ

50 周年おめでとうございます。心よりお祝い申し上

ージもでき、現役の方や OB/OG のがんばりが見

げます。

られるのでうれしいです。これからも応援していま

尾崎

充男

す！

50 周年おめでとうございます！半世紀の歴史、実

青木

にすごいですね。

三瓶

碧（旧姓

長谷川）

おめでとうございます＾＾

智康

玉木

麻衣（旧姓

島野）

ＮＵＴＳ５０周年おめでとうございます。毎年１回だ

この度は残念ですが、欠席させていただきます。

け、建築設計事務所のスキー大会（大回転）に参

生活が落ち着いてきたので、今シーズンはスキー

加してます。昨年はその大会で偶然、ＮＵＴＳの同

も積極的にやっていきたいと思っています。皆様

期の関本と後輩の中村に会いました。現役時代を

のご活躍をお祈りしています。

鈴木

思い出し、楽しい時間を過ごすことができました。

鈴木

享

おめでとうございます。都合により欠席します。

中村

敬子(旧姓

三美（旧姓

依田）

この度は５０周年おめでとうございます。以前参加

桜根）

した３０周年からあっという間ですね。今年の４月よ
り、住み慣れた関東を離れ和歌山県で生活してお

50 周年おめでとうございます。現役時代が 30 周年

ります。５年前に結婚、その翌年に長男（４歳）を出

のパーティーだったことを思うと、あっという間の 20

産、現在は第二子（来年４月予定）を妊娠していま

年。どうにか結婚はできました。（皆様ご心配おか

す。結婚以降はスキーとは無縁の生活をしていま

けしました。）今年から東京を離れ、岐阜県美濃市

す。スキー部で経験した合宿（同じ釜の飯を食う生

の長良川のほとりに住んでいます。スキーは、忘

活）は私にとってとても大切な財産になりました。

れない程度（！）に１～２年に１度やっていますが、

同期の仲間たちとは『友達以上 家族未満』という

最近の競技スキーの練習風景を見ると、ウェアの

不思議な関係でこれからも続いていくように思いま

違い（ワンピ＋半ズボン？＋メット）にがく然となる

す。

感じです。おととしからはテレマークスキーを始め、
山の中を歩いたりしています。アルペン、ディスの
技術が共に役立ってます。このコメントを書きなが
- 30 -

【３３期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大学卒業後 10 年以上経ちましたが、渡英前は同

稲毛

期、先輩、後輩と共に競技を続けておりました。

健

５０周年式典の盛会を祝し、ＮＵＴＳのますますの

NUTS で知り合った仲間は今でも私にとってかけ

発展と皆様方のご健勝をお祈りいたします。幹事

がえのないものです。今の所の予定として、2010

の皆様方、ナイスガンバです。

年の 10 月頃まではロンドンにいる予定ですので、

形屋

亮一

旅行、出張等で来られる際には是非ご連絡くださ

５０周年おめでとうございます。これからも、雪を友
に良き伝統が受継がれ続いていくことを期待して

い。（ sho219@gmail.com ）

渡辺

一義

います。３児の父になり、騒がしい日々を送ってい

５０周年おめでとうございます。これからも NUTS が

ます。ファミリースキーは我が家の恒例行事になっ

ますます発展していくことを願っています。

ています。最近はゴルフにはまっています。

外池

【３４期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

信雄

50 周年おめでとうございます。まだまだ若いつもり

西山

朋子（旧姓

笠木）

でおりますが、50 の数字を前にすると 33 期は中堅

３４期です。楽しかった、思い出いっぱいの NUTS

になってしまいました。改めて伝統ある部活だった

の皆様、先輩方にお会いできるのを心より楽しみ

と感じております。最近スキーはご無沙汰気味で

にしています。

すが、スキー以外での同期や先輩・後輩との繋が

鶴岡

美恵（旧姓

赤堀）

りは健在で、「同じ釜の飯を喰った」んだなぁと実

50 周年おめでとうございます。伝統のある当クラブ

感しております。最後に本式典開催に際しご尽力

に在籍していたことを思うと、背筋がゾクッとします

頂いております関係各位に感謝すると共に、10 年

が、反面うれしくも感じます。現役時代の経験が、

後の 60 周年、20 年後の 70 周年と引き続き実施出

その後の力になって現在に至っています。これか

来る様益々の発展を祈念してコメントを結びます。

らも末永く続いていかれることを祈っています。応

中谷

頬風

援しています。

NUTS50 周年、おめでとうございます。先日、部屋
の掃除をしていたら、押し入れの奥から‘ゲン’製

【３５期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

の真っ赤なスキーブーツが出て来ました。これは、

大野

自分がまだ学生だった頃、スキー部の仲間と神保
町界隈のスポーツ用品店に出向いて購入した思

邦彦

「雪を友に」

中込

大祐

い出の品です。懐かしい！今思えば、とても恵ま

50 周年おめでとうございます。最近ではもっぱらス

れた、良い学生生活を過ごさせてもらったと感謝し

ノーボード、それもたまにしか行きませんが、雪山

ています。もう少しでスキーシーズン到来です。現

に行くと十数年前の学生時代を思い出します。ワ

役 NUTS の皆さんの御活躍を期待しております。

ーキングホリデーでカナダ・バンクーバーに居たこ

廣作

拓郎

ともあります。雪不足と金欠で下山して働きっぱな

50 周年すばらしい歴史と伝統、大学生活
を NUTS で活動できたことが私の宝であり
誇りです。NUTS を創部された先輩方、伝
統、NUTS 魂を築いてきた先輩方に感謝し
ます。
溝口 祥之助

しになりましたが、いい思い出です。

宍戸

東北地方で生活していますがスキーをすることも
無く、社会人になってから買った板は１本きり(それ
も 10 年前)。今はスキーとは縁遠くなりましたが、学
生時代に打ち込めるものがあって良かったです。

50 周年おめでとうございます。記念式典に出席で
きず誠に申し訳ありません。私は、2007 年 9 月より

祐之

NUTS５０周年おめでとうございます。

常川

仕事の関係で英国ロンドンに滞在しております。
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貴夫

創立５０周年、おめでとうございます。早い
もので、私の代から数えても１５年が経ちま
す。いまだに、大学の青春時代は
「N.U.T.S」での出来事を色濃く思い出すこ
とが出来ます。「トレーニング」「合宿」「総
会」「大会」「球技大会」「バーべキュウ」「飲
み会」・・・きりがありませんが全てが純粋で
一生懸命だったことを覚えています。いい
意味で色々な先輩に可愛がってもらいまし
た。現役時代は上下関係、仕来り等色々
厳しかったですが、それがあるからこそ団
結できる、「日大理工スキー部」なんだって
いう誇りを持っていた気がします。これから
も競技のみならず、縦、横の繋がりを大切
に発展、活躍することを祈っております。

羽生

北夫

先日参加しましたナッツクラッシック（ゴルフ）。先
輩方との再会も久しぶりなハズでしたが、それを感
じさせない懐かしい雰囲気でした。これからもよろ
しくお願いします。

【３７期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小林

克徳

現役時代には、２年生から２年間ディスタンスチー
フを務めさせていただきました。卒業してから１０年、
今では１児のパパです。スキーからは少し離れて
しまっていますが、現役時代に覚えた日本酒の味
は今でも忘れていません。ＮＵＴＳが５０年間も受
け継がれていることを大変喜ばしく思います。私に
とってＮＵＴＳで過ごした４年間は、人生において
自分自身が最も成長できた時間であったと言って

【３６期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

も過言ではありません。これからも、ＮＵＴＳがます

小川

ます発展し、末長く続いていくことをお祈りしてい

圭

中学校教諭として部活で培った精神を現代の若

ます。

者たちへ注入すべく、毎日教壇にたち奮闘中。同

佐久間 直行

期の集まりでは、教育論を熱く語る自称熱血教師

尾崎

恵子（旧姓

５０周年おめでとうございます。

加藤）

５０周年おめでとうございます。現役のみなさん、

【３８期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いつまでも伝統の NUTS を引き継いでください

鈴木

ね！

清水

健司

卒業してちょうど 10 年。この 10 年間でＮＵＴＳに所

領二

属していたときの過去の自分に何度励まされたこ

50 周年おめでとうございます 卒業して 10 年にな

とか・・・。それぐらい濃い 4 年間でした。

りますが半世紀という長い NUTS の伝統のごく一
部ではありますが担うことが出来たことをとても嬉し

【３９期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

く思います。 現役のみなさんには自身のスキー

小林

邦彦

技術向上と共に多くの後輩を育てていただき、さら

NUTS での 5 年間は自分の人生に大きな財産です。

に 60 年、70 年とこの伝統が続いていくことを願っ

これからの人達にもたくさんのものを得てほしいで

ております 私も微力ながら協力させていただきた

す。

横山

いと思います。

橋本

吉朗

直樹

50 周年おめでとうございます。現役時代はお酒と、

スキーの年間滑走日数昨年度実績 5 日（内訳：練

スキーに明け暮れた毎日でしたが、懐かしく思い

習 2 日、レース 3 日）年々着実に減ってきました。

ます。皆と過ごした 4 年間が今でも貴重な財産で

これ以上、スキーから遠ざからないように、昨年か

す。最近は子育て中心でスキーをしていませんが、

ら群馬県太田市のスキークラブへ在籍、今年は、

今年から息子もスキー場に連れて滑りたいと思っ

ＳＡＪ登録もしました。 高価な道具を使うスポーツ

てます。スキーを続けている OB の方々、現役メン

として共通点も多いゴルフが現在の最大の趣味で

バー達、ゲレンデでお会いしましょう！

す。
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【４０期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ざいます。この長い伝統のある部活の OB であるこ

小原沢 義久

とを嬉しく思います。現役の皆様と OB の皆様のさ

私が幹部をやって 10 年が経ちました。NUTS が 10
年前とどのように変わっているのかとても楽しみで

らなるご活躍を祈念致します。

初澤

祐介

す。「元気だけはどこの学校にも負けない組織とし

この度は 50 周年おめでとうございます！これも先

て有り続けること」これが 10 年前の、私の願いであ

輩・後輩、みんながＮＵＴＳ魂を代々継承し、頑張

り、私の意志でした。もっと強いものになって存在

った結果だと思います。ＮＵＴＳには楽しかった思

していることを期待しております。

い出や辛かった思い出が沢山詰まっていますね。
この繋がりが絶えないよう、陰ながら応援させて頂

【４１期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
篠木

きます。

知

中村

製薬会社の営業マン（MR）として勤務しつつ、未
だにスキーは続けています。最近、私が一年生の

スキー部のみんな、これからも頑張れよ！！

風間

時の主将にマイホームの建築をお願いしました。
社会人になっても合宿の楽しさ？が忘れられず、

健一
明子

５０周年おめでとうございます。

中島

聡彦

再度皆で合宿気分味わいたいと思い、野沢温泉

第 42 期アルペンチーフを勤めさせて頂きました中

にて NUTS-OB 戦を企画しました。まだ案内も行き

島です。NUTS50 周年の 1 ページになれる事をう

届かず、パイロット的ではありますが、毎年実施し

れしく思っています。陰ながらではありますが、今

ていきたいと考えておりますので、皆様のご参加を

後の NUTS の発展と活躍に期待しています。機会

お待ちしております。

があれば総会やイベントにも参加したいですね。

松山健太郎
競技スキーから離れてしまっていますが、スキーは

【４３期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

細々と続けています。また、岩岳の結果も欠かさ

工藤

沙由可

ず見ております。部のほうにも顔を出したいと思っ

大学を卒業してから早 5 年…。現役時代を共にし

ておりますので、宜しくお願い致します。これから

た理工の先輩・同期・後輩、現役時代を共にした

も、やりがいがあり、楽しく、スキーだけでなく何事

ことの無い先輩・後輩、そして他大学の仲間との交

にも強いチームであることを期待しています。

流が、今でも続いていることが嬉しい。当時苦しか

加藤

敏明

ったことも今では笑い話。当時嬉しかったことは今

NUTS50 周年おめでとうございます。いろいろあり

でも写真を見る度に鮮明に思い出し楽しくなる。船

ましたが先輩方をはじめ，後輩，そして同期には

橋校舎の 13 号館の前声を掛けてくださった 42 期

いっぱい助けてもらいました。今の自分があるのも

の風間さんと定栄さんに感謝です。これから先も

NUTS のおかげです。

ずーっと、楽しい時間を共有できる仲間でありた
い。

【４２期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
森

古谷

祥樹

正典

現在、SE として宇宙関係のシステム開発を行って

この度は理工学部スキー部 50 周年、誠におめで

います。休みが殆んど無く、就職してからは年間 2

とうございます。卒業後も一 OB として、何らかの形

～3 日程しかスキーをしておらず、NUTS 時代の仲

でスキー部に関わっていきたいと思います。よろし

間ともなかなか会う事が出来ていませんが、一緒

くお願い致します。最後になりましたが、実行委員

に旅行に行ったり、スキーしたりしたい気持ちはず

会の方々、本当にありがとうございました。

っと持ち続けているので、今後ともお誘い、宜しく

坊山

央

お願いします。

日本大学理工学部スキー部 50 周年おめでとうご
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【４４期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
秋山

大輔

50 周年おめでとうございます。良き伝統は残し、そ
の時代に合ったスキー部へと発展することを願っ
ています。『雪を愛しスキーを愛する仲間をもっと』

石塚

一彰

50 周年おめでとうございます♪♪

【４５期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鹿島

啓

大学時代はたくさんの友達、先輩、後輩に出会え
て、充実した部活動ができました。これからも、スキ
ーは趣味として続けて生きたいと考えてます。また、
野沢温泉も観光で訪れたいと思ってます。

【４６期】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
石塚

渚

50 周年おめでとうございます。伝統ある日大理工
スキー部に関わることができて光栄に思います。
私の大学生活、ＮＵＴＳなしでは語れません。ＮＵ
ＴＳの良き伝統がこれからも受け継がれていくこと
を切に願います。現役の皆さん、たくさん滑って、
たくさん食べて、たくさん仲間を作って一生の思い
出を作ってください。ＯＧとしてこれからもＮＵＴＳ
の発展を心より応援いたします。

庄司 洋平
ＮＵＴＳ創立５０周年おめでとうございます。自分は
４６期主将を務めさせていただきました。４年間現
役として過ごさせていただき、人との繋がりの大事
さ、一生懸命になること、アルペンの楽しみ方など
さまざまなことを学ばせていただきました。４年間
過ごしたこの伝統ある部活を誇りに思っています。
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栂池 山小屋予定地の売却に関わるご報告

首記の件につき、西山会長よりのご伝言として、以下の通りご報告致します。

記

平成１５年７月に売却済み。
売約先は、NUTS とは関連の無い一般消費者 である。

【栂池 山小屋予定地概要】
“将来、NUTS の合宿所として又、ＯＢの集いの場となれば・・・”という主旨で、昭和４５年 NUTS 有志より寄付を
募り、約９０万円で購入。
当時の名義人は、１期：加納さん、３期：中村さんであった。
場所：長野県北安曇郡小谷村栂池北

【これまでの経緯】
１．

３０周年記念前後に数回に渡り、用途について話し合うも結論出ず。

２．

４０周年記念時に、西山会長より以下の提案がなされた。

３．

・

NUTS OB の方で、購入を希望される方の申し出を受ける。

・

以後１年以内に申し出が無い場合は、売却処分する。

上記申し出が無い為、平成１５年に売却。
尚、売却に関わる登記変更は、西山会長を中心に実施頂いた。
購入後、売却までの間、ご負担頂いた固定資産税等の諸経費については、売却時に売却費用で精算を行っ
た。

以上

尚、売却費用については 、時の NUTS 現役世代の事故等有事の際の費用として、ＯＢ会会計にて管理頂いている旨を
申し添え致します。
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ｐ３６～ｐ４８はＯＢ名簿の為、セキュリティーの関係上削除します。

記念誌を手に取った現役部員、未来の後輩たちが、卒
業生の NUTS への愛情を感じ、NUTS で思いきり青春を

編

集

後

記

謳歌してくれたら望外の喜びです。
最後になりましたが、鎌倉取材で貴重な話をして下さ

「NUTS の半世紀を何か形が残るもので・・・」との思

った西山会長、原稿を書いて下さった皆様、式典の司

いより、今回の記念誌を作成致しました。３０周年記念

会を引き受けてくれた 34 期女子部員にお礼を申し上

誌が非常に参考になったと共に、これが重圧にも。非

げます。

常に良くできていたと関心すると同時に、当時の先輩

（30 期 佐野 元治）

方の御苦労が身にしみました。時代は２０年経ち、パソ
コンの進化とインターネットの飛躍的な発達。編集も当

最初にお茶の水で打合せをした時は、「何名の OB

時にくらべれば、相当楽になったものと思われます。海

の方々の連絡先を把握できるだろうか？」ということが

外のＯＢに関する記事を企画しましたが、連絡は全て

最大の難所と予想。とにかく式典を計画し、会場を押さ

e-mail のみ。それでもコレだけの事がやれるといったこ

えることからスタート。名簿も 100％とは行きませんが多

とが表現出来たかと。またホームページと連動した事に

くの方々のご協力の下、多数集まりました。今回の記念

より、旧名簿では連絡の取れなかった多くのＯＢを捕ま

誌を発行するにあたり、30 周年記念誌（私が現役１年

える事も出来ました。年配の方にメールはちょっと・・・と

生）を手に取り、西山会長のお言葉を読み返しました。

も思いましたが、そこはさすが皆様、理系の血がある様

改めて当時 NUTS が、西山先輩を中心に高い志を胸

で・・・・。おかげでいつパソコンを開いても、この数ヶ月

に創部されたスキー部であるということに感動した次第

はメールで一杯でした。一口に５０年と言っても、まだ５

です。この度、渡辺さんの指示の下、大好きな NUTS の

０年生きてない小生にはさすがに長いもので、NUTS の

50 周年という記念のイベントに少しでも関わり、お手伝

５０年全てを綴るには厳しいものでした。現在の現役学

いが出来たことに感謝いたします。原監督の「ジャイア

生は平成生まれ。本誌は３０周年記念誌の続編として、

ンツ 愛」に負けない「NUTS 愛」があればこそ！

その後の平成の NUTS２０年を中心に綴ろうと意識しま

最後になりましたが、この 50 周年式典開催及び記念

した。うまいこと「５０」ページで締めくくれたのもオシャレ

誌を作成するにあたり、多大な時間と労力を惜しまずに

かと・・・。卒業以来、NUTS とは疎遠でありましたが、恩

御尽力くださった「31 期の渡辺さん」に感謝いたします。

返しとして大役を果たせたかと思っております。

渡辺さんが指揮を執って下さらなかったら、完成してい

最後に本誌発行にあたり、お忙しい中お手伝い、ご

ません。本当にお疲れ様でした。

協力頂いた多くのＯＢの皆様に感謝申し上げます。

（32 期 味方 心也）

（編集長：31 期 渡辺 憲太郎）
７月に 31 期渡辺さんより召集令状が届き、「アラフォ
私の学生時代は、週３日のトレーニング、合宿や大

ー世代が中心に 50 周年記念成功させるぞ」との大号

会、２年務めたマネージャーの雑務で、そのほとんど全

令のもと 50 周年記念の準備がスタートしました。それま

てを NUTS と共に過ごしました。そんな私も、卒業して

では、かなり傍観の態度をとっていたのですが、そこは

17 年が経ち、今では海外出張や締め切りに追われる

先輩からの神の声？、ほとんど条件反射で参加表明の

仕事中心の毎日で、スキーに行くこともなくなりました。

返信をしていました。NUTS4 年間で染み付いたものは

ただ、青年期の貴重な４年間に、NUTS で学んだ事、得

そう簡単には抜けないものです。この時点で開催予定

られた友人は私にとってとても大切なものです。今回の

日まで残された時間はわずか、ここからの行動力、団

50 周年記念式典や記念誌は、私を成長させてくれた

結力はさすがというほかありません。11 月の開催に向け

NUTS へのささやかな恩返しとしてお手伝いさせて頂き

準備は一気に加速していきました。その中私は、記念

ました。他の幹事も同じ気持ちだったと思います。この

誌印刷の入稿用データ作成を担当するはずだったの
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ですが、はほとんどを編集長：渡辺さんが行い、わずか
しかお手伝いできませんでした。この場をお借りしてお
詫び申し上げます。今回の記念誌制作を通して、改め
て皆さんの NUTS への愛情を感じました。私も含め大学
時代を NUTS ですごしたことが人生の宝になっていると
強く感じた次第です。
最後に記念誌の編集に参加させていただき本当に
ありがとうございました。気が早いですが、次回の記念
誌も楽しみにしてます。
（33 期 廣作拓郎）

思いつきではじめた OB 戦の幹事をきっかけに、今回５
０周年記念式実行委員として携わらせていただきました。
OB 戦や実行委員会に参加して気づいたことは、全て
の OB・部員が NUTS を心から愛しているという事です。
時代の流れと共に NUTS の伝統や習慣が変わりゆく中
で、部員の気持ちは変わらず受け継がれているんだな
と感じました。またその一方でスキー人口が減り、上下
関係の厳しい部活が敬遠されていく中、部を存続させ
ていくためにも OB として何らかの手助けができたらとも
考えるようになりました。今回の５０周年記念式が OB 会
と現役を結び直す、新たなきっかけになれば幸いで
す。
（４１期 篠木 知）

今回、NUTS50 周年記念誌の作成に微力ながら携わら
せていただき、私の学生時代から現在に至るま、NUTS
が中心であったと改めて感じております。現役の頃の
写真やエピソードを思い出してみますと、今現在でも何
時間も語り合える思い出ばかりでした。また各 OB の皆

NUTS50 周年記念誌

様の記念誌への投稿では、何年経っても色褪せない

発行日

平成 21 年 11 月 29 日

NUTS への深い愛情が感じられ、この伝統ある部活の

発行所

ＮＵＴＳ50 周年記念実行委員会

OB であることを誇りに思います。

編集者

渡辺憲太郎（31 期）

最後に記念誌作成にあたり、中心となり動いていた

佐野

元治（30 期）

だいた渡辺様を始め諸先輩の皆様方、ありがとうござい

味方

心也（32 期）

ました。この記念誌で各 OB 及び現役の皆様が、NUTS

廣作

拓郎（33 期）

の思い出を楽しく語り合っていただけることを願い、私

篠木

知

（41 期）

の編集後記とさせていただきます。

坊山

央

（42 期）

（42 期 坊山 央）
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