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昭和４３年史学科卒

会員の皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか？

ソフトボール大会
PLACE ：HERITAGE PARK, IRVINE, CA

今年２月の母校野球部のアメリカ遠征の際には皆様から
多大なご支援ご協力をいただき誠に有り難うございました。
４月から会長役をおおせつかり、未熟ながら LA 立教会の
発展の為に働かせていただく所存でおります。
４月２０日、２１日の立教大学交友会支部代表会議に副会長
の坂本さんとご一緒に参加いたしました。海外１８支部より

DATE/TIME ：10 月
今年の予定は立教対明治です！
CENTER PIECE を作る会
PLACE ：3867 ROYAL W OODS DR., SHERMAN OAKS,CA
DATE/TIME ：11 月 17 日(土)

２０名、国内９３地域支部から１１３名が出席。０６年の
校友会活動報告、新学部・異文化コミュニケーション学部の

最新情報はこちらの
ウェブサイトで！

０８年度開設の報告等を通してこれからの母校のあり方に
ついて江草忠敬新交友会長、大橋英五総長よりご説明いただ
きました。
６月２日には Rikkyo Town & Gown 主催で Malibu の
The Getty Museum を訪問。２２名の会員が参加されました.

www.larikkyokai.com

LA 立教会、Rikkyo Town & Gown の活動は web page にて随
時お知らせをいたしておりますが今回会員同士のコミュニケ
ーションの場の一つとして‘LA 立教会だより’をお送りす
る事に致しました。行事のお知らせを早めにすることでお忙
しい皆様に予定を立てやすくより多くの方に参加していただ
きたいという事と、会員の方の近況や、役立つ情報等をお知
らせし会員間の親睦をより密にしたいと願い年２回発行の予
定です。皆様からのご意見お待ちしております。
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立教大学校友会海外支部代表者会議並びに
第 46 回地域支部代表会議要約
2007 年 4 月 20 日、21 日

今は、この志木駅南口から立教カラーに塗られた、ちょっと
カッコ良い専用バスが運行されていますが、当時は立教学
院・跡見女子大行きの路線バスに乗るか、のんびりと、のど

江草会長(35 社)から現在校友会会員数は 15 万 5 千人で将来

かな野火止の田畑の中を歩いていくか、始業時間が迫ってい

校友会館を設立したい旨提案された。

る場合にはタクシーで行くかのチョイスになっていました。

大橋総長からは少子化による大学の 2 極分解という現象に大

私は、寮に入っていましたので、この志木駅を使うのは週末

学側としてどう対応すべきかを提示された。

だけのことでしたが、毎度のことで、この駅に降り立つ瞬間

１．教学充実(1:50 から 1:40 に教授:学生のレイショーを引

から、全てが、とてもマジカルなものになってしまいます。
この日、志木駅に降り立った時点では、土砂降りの雨だった

き下げる等)

のですが、立教高校（現在は立教新座高校）の正門に着くこ
２．新学部設立により学生数を 16000 人に引き上げる(収入

ろには青空が見えて来ました。

の増加、社会の要求する分野に対応等)
この正門を通リ抜け、チャペルの前を左折しますと、立大新
３．設備の充実(タッカーホール、五号館建て替え必須等)

座キャンパスが目の前に広がります。超モダンな建物が不思

李鐘元国際センター長は国際化という課題を他の大学でして

議と野火止の自然と調和している光景は、誰の目にも驚きと

いない事を率先して進めたい事、又留学生の増加(70-200 名

して映ると思います。それらのモダンな建物を右に見ながら

増)と提携校の地域多様化を図りたいと述べられた。(現在留

車を進めますと、左側に、水泳部のプールと合宿所が見えて

学生 350 名中 95%がオリエンタル)

きます。このプールは現在使用されておらず、合宿所も、改

白石典義経営学部長(体育会会長)からは体育会活性の為来年
度よりアスリート選抜入試が開催されるとの報告を受けた。
受験生に魅力ある大学となる為にはウイリアム主教の建学の
精神であるキリスト教倫理、国際的な環境を持つ立教らしさ
を主張しなくてはならないとのご意見を拝聴した。

築を待っている状況にあります。水泳部の合宿所も、元の智
徳寮を思い出させる古いものです。この水泳部の施設から道
を隔てて反対側には、コミュニケーション学部用のスタジオ
が入っているビルディングが有り、そのビルディングの南端
が、野球部のホームグラウンドのライトのファールポールに
なります。

校友課より 06 年のホームカミングデー参加者は 4500 名、校
友会インターネットショップの開店(www.rikkyo-alumnishop.jp)、校友会維持会費のクレジット決済納入可などの報
告があった。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿孫記

道の左側の水泳部の合宿所の南隣は、何故かとてもモダンな
フットサルのコートが設置されており、多彩な色に髪を染め
た学生達が、フットサルを遣っている光景が何時も見られま
す。そのフットサルのコートを過ぎますと、これも、何故
か、今回の智徳寮増改築工事の計画からとり残されてしまっ
た、野球部の室内練習場と呼ばれています蒲鉾兵舎のような
建物が有ります。そして、そのもう一つ奥が、昨年からの、

智徳寮訪問

皆様達の御協力の基で、増改築されました智徳寮です。

～坂本副会長～

オリジナルの知徳寮の 3 階建てのビルディングをそのまま改

2007 年 5 月 19 日（土曜日）

坂本

築したものですから、期待していたものより、ずーっと小さ

計洋

く見えてしまいますが、その両脇に、ジム、ミーティングル

昭和 52 年経済卒

ーム、選手用出入り口を含む 2 階建ての建物と、その反対側

孫会長と東武東上線志木駅にて、午前１０時に落ち合い、坂

には、監督室、助監督室、応接室、そして、女子マネージャ

口監督夫人のご案内で、知徳寮へと向かいました。私にとっ

ー用の事務所とシャワールーム、ロッカールームを含む 1 階

ては高校３年間を過ごしました、懐かしい第二の故郷のよう

建ての建物が増築されていますので、実際の容積は大分大き

な「志木」です。当時は、未だ、現在のように新座とは呼ば

くなっています。

れておらず、住所は埼玉県北足立郡大字野火止という地名で
したので、我々住人も含め、一般的にはここを志木と呼んで
いました。
Continued on page 3
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何しろ、綺麗です！去年までの智徳寮は、正直なところ、
お招きされましても、上がることが躊躇されましたが、こ
の増改築されました智徳寮は、とても居心地が良いです。

もちろん、坂口監督、横山先輩の名札も有ります。
この日、坂口監督は、神奈川県の高校野球の試合を視察に出
かけていてお留守でしたが、監督室の壁には、“Victory

まず玄関に入りますと、左側がマネージャーの事務スペー

Spirits”と称される十戒が掲げられてありましたので、最

スになっており、中では、男女のマネージャーが忙しく立

後に、ここに御紹介いたします。

ち働いています。私共の訪問した日は、土曜日でしたが、
ちょうど神宮での試合が無い週末であった為、グラウンド
では午前中に新人のみの練習が行われたのみで、レギュラ
ーの選手達の大半は、神宮へ早稲田―明治戦の観戦に出か
けていて、寮は閑散としていました。我々を、この日、玄
関で迎えて下さったのは、アメリカ遠征には加わっていな

1.

結果が悪くても忘れろ！ひきずると余計に悪くな
る。反省をしっかりすればそれでよい。

かった 4 年生女子マネージャーの鈴木さんでした。
まずは、玄関から、立教のロゴの入った擦りガラスで仕切

2.

悔しかった時の気持ちだけは忘れるな！

られたロビー兼、パナソニック社製のジャイアントスクリ

3.

成功した瞬間を想像し、やる気を起こせ！

4.

あれこれ考えるな。目の前の事を精一杯頑張ればよ

ーン TV の置かれた娯楽スペースに案内されました。そこ
には、過去 12 回の優勝楯を含む、数々のトロフィーやペ

い。

ナント類が展示されています。
次に、玄関から向かって右の通路へ向かいますと、右側の

5.

時間を無駄にするな！時は金なり。

壁に、今回の智徳寮増改築へ協力された方、団体名が、掲

6.

うぬぼれるな！目標を高く持ち、上に這い上がるこ

示されています。セ・パ両リーグのチーム名や、著名な OB
の方々の名前に並んで、我が LA 立教会の名前もちゃんと
掲示されています。

とを忘れるな！油断大敵。
7.

野球をさせてくれている両親と応援をしてくれてい
る人に感謝の気持ちを忘れるな！

この通路の左側は、手前から応接室、助監督室、監督室の
順に並んでいて、監督室は 2 部屋から出来ていて、遠方か
らの来客が宿泊出来るようにもなっています。

8.

“勝ちたい！”という強い欲望で練習に打ち込め！

9.

“絶対に勝つ！”という強い意志を持って練習に取
り組め！

通路を更に奥へ行くと、女子マネージャー専用スペースと
なっています。そこにはシャワールームも備え付けられて

10. そして練習で培った“絶対に勝てる！”という自信
を持って試合にのぞめ！

いて、やっと、女子マネージャー達も落ち付けるスペース
が得られたことになります。
玄関から左の方へ行きますと、トイレ、風呂場、洗濯室に
なっています。トイレも風呂場も、これでやっと 30 年以
上のギャップを乗り越えたと言えます。
それらの奥には、母屋とは、2 センチ程のギャップが有
り、実際には別棟となる建物が有り、その一階は、ウエイ
トルームと、選手用の通用口になっています。ウエイトル
ームの大きさや、機材の数は、まだまだだとは思います
が、去年までのそれとは比べ物にならない程、良くなりま
した。2 階はミーティングルームになっています。そこに
入って直ぐに目に付きますのは、入って正面の壁を埋め尽
くしている歴代の野球部部長、監督、部員の名札です。監
督の名札には、もちろん、あの砂押監督の名前が有りま
す。部員の名札には、我が LA 立教会の誇りである、山越
先輩の名前が有り、長嶋さん、杉浦さん、本屋敷さ
ん・・・・そして、長倉投手の名札も！
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アメリカと私
金子恒夫

DoAn Tsuneo Kaneko L.A.C.,Ph.D.

昭和 45 年経済学部卒

整美体操と私
大角(宮田) 純子
昭和 30 年英米文学科卒

E=MC²、高次元エネルギーの存在を予測したアインシュタ
インの方程式は、ニュートン的機会主義的現代医学が行き

私は今から 49 年前に渡米した。当時ジェット機はなく、プ

詰まったとき、量子学的治療、クオンタム·ヒーリングある

ロペラ機で、途中、ウェーキアイランド、そしてホノルルと

いは波動医学として、生命と医療の新しいパラダイムを投

給油の為立ち寄り、ロス迄 24 時間は要したと記憶してい

影しだしました。

る。私は高校の頃から、テニスやバスケットボールをしてい
て、スポーツは好きであった。私の家は藤沢にあり、当時、
姉が茅ヶ崎海岸の近くにあった小桜葉子先生(加山雄三の母)
の体操教室へ通っていたので、そこへ連れて行ってもらった
のが整美体操との出会いであった。

先生の夫(上原謙、昭

和 10 年卒)が太りだした時に、東宝撮影所で嘱託医であった

西洋医学の限界は Seeing is Believing という人間の視
覚だけを基調に、病理学的治験を検出してきましたが
アルバート·アインシュタインは物質とエネルギーは
同一の普遍的実体が元二的に表現されたものであるこ
とを証明しました。

桜井麟博士の世田谷のジムに通ったことがきっかけとなり、
先生は体操を始めた。後に自宅の庭に体操場を造り、近所の
主婦方と体操を行うようになった。
1965 年、先生がサンタモニカにあった妹宅訪問を機会
に、和楽美整美体操教室ロスアンゼルス支部を結成し、以来
私は、小桜先生の遺志を継ぎ体操を続けている。この体操は
桜井先生によって、『整美』体操と名付けられ、基本精神
は、正しい姿勢と正しい歩き方で、ひとりひとりの異なった
全身のプロポーションをバランスよく、美しく整えていくも

西洋医学は今、必然的に東洋医学の入り口へようやく
たどり着きました。リチャード·ガニバー氏の云う様
に、量子力学と高エネルギー粒子物理学のお蔭で素粒
子レベルにおいてはあらゆる物質がエネルギーである
事がわかり、物質とエネルギーは相互に変換可能な多
次元の微細エネルギー経路という人間の全体像が浮か
びあがって来た今、東洋医学で既に確立した気と経路
の概念と実践が実に価値ある遺産であったかを再認識
させられます。

ので、デンマーク体操や、ハリウッドの俳優向けの鍛錬を取
り入れた、ユニークな体操である。1、予備体操
3、部分体操

2、本体操

と三部から成り立っている。いつまでも若

く、美しく、健康でありたいのは、誰でもごく自然な願いで
あり、健康であることは、人生を二倍にも三倍にも楽しく、
有意義に過ごすことができると思う。
正しい食事をし、適当な運動をとり、それに加え、健全な
精神生活を送ることができるならば、若く美しく、元気でい
られるはず。その為には、努力と根気の積み重ね以外にはな
い、と思いながら、「継続は力なり」をモットーに、年を重

ところで無知な私は学生時代、誤っても職業だけは継
ぐまいと敬遠し、当時、これ程すばらしい東洋文化の
事など一つも目には入る事なく灯台もと暮し続け、"
可愛い子には旅させよ"ということわざ通り、米国へ
来て初めて日本の事、日本文化、そして両親の職業、
宗教に目覚めて帰国、再出発の人生でした。幸い全て
思惑通り事が運ばれ、その間、日本滞在中の日々は、
天禄、両親の愛、恵み、友人、知人の理解によってこ
そ成されたキセキとして感謝しております。

ねても、健康である喜びを味わいながら、体操を続けていき
たい。そして、毎年母校で行われている『ホームカミングデ
ー』の日に催される『卒業 60 周年の集い』に出席できるこ
とを目指して、日々過ごしていきたいと念じている。

再度米国へとブラジル人の妻、二才のリサと共にニュ
ーヨークへカムバックし、1979 年に"タオ·ヒーリン
グ·アート·センター"として再出発したセンターは、舞
台をサンタモニカに移し、そこでは加州公認となる指
圧専門学院を開校し、鍼灸·指圧⋅按摩治療のホーリス
ティックセンターと共に二つの事業に携わって来まし
た。
Continued on page 5
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その後の米国生活はもちろん楽しみもありましたが、多
大な犠牲もありました。今は亡き両親、妻の事、そして
残された家族がより健康で、平和で、幸福である事がで
きる毎日であります様祈り続けて来ました。そんな中か
らこれから触れる導引術、気功法の実践があり、発展が
あったのです。自分の患者さん、生徒さん達と共有する
苦しみをいかに克服していけるだろうか？
この道に入って 30 年余、その間、按摩、指圧、そして
鍼灸漢方医学の勉学·臨床の結論として、導引術·気功法
を私達のセンターでコミュニティーサービスとして紹介
をしております。そこでは祈る者は救われるという信
念、Healing is Relieving というある一つのメッセージ
を伝えていますが、人間の持つエネルギーシステムを
体、心、そして霊的レベルと、相互に活性化し、浸透化
し、また抑制化するダイナミックなエレクトロ·マグネ
ティック·フィールドの作用として診断·治療の基本とし
ております。
経路·経穴(ツボ)、陰陽五行の理論と実践は、鍼灸学校や
指圧の学校へ行かなくても、コミュニティーレベルで学
べる事ができたらより一般生活の中で普及すると確信し
ております。私達の導引術·気功法は、丹田呼吸法·道教
的瞑想法·自己按摩腹·八段錦·各種の気の運行法等、中国
古来の不老長術の錬金術の考えを基に、創造的な自己健
康法を開発し、一般的日常生活の疾患、成人病を防ぎ、
老化を遅延させ、ストレスのマネジメント、と常日頃か
ら心·身·霊を養い、元気一杯の毎日が送れる事ができる
様に一緒に体験し、分かち合っております。また健康的
なライフスタイル創造にあたっては食生活も大変大きな
インパクトです。医食同源とは、西洋ではヒポクラテス
によって、東洋では中医·漢方によって充分云い尽くさ
れた言葉ですが、食養に関しては百花総乱し"所変われ
ば品変わり"大変大きな矛盾だらけです。21 世紀の今、
西洋医学に基づいた栄養学も含めて導引術に付け加え、
ここでも東西併合の和、そしてバランスが大切です。東
洋医学と西洋医学は相対立し、また相共存するもので
す。道教で云う陰陽のバランスであります。そして健康
に関しては自分の責任で自分で守るしかありませんが、
その時いつも安心していられる根拠は信心に他ならない
と思います。
お釈迦様が永遠の生命を持ち続けられ五百塵点却という
測り知れない大昔、それは宇宙の誕生以来からこの今
迄、入滅後の末法の世界でも種々の仏や、菩薩の姿とし

て現われ、私達梵天の衆生を救済し、生老病死という
境遇の中での迷い、つまり地獄界から、死によって途
絶しない絶対的幸福のある"仏界"にいたる悟りに満ち
た知恵と菩薩の慈悲を身につけた生き仏になる法を示
されたのが日蓮聖人であります。人種·宗教を
問わずあらゆる衆生に全宇宙の法を御本尊という曼荼
羅に開現され、その魂を南無妙法蓮華経の七文字に示
され、自身の生命として題目をあげられる事こそ、こ
れまた波動医学に他
なりません。自分の宇宙と大宇宙に精通し、宇宙の気
を自分のエネルギーシステム、気の循環経路に導き、
丹田呼吸によって気を引き上げたり、引き下げたりす
る事が導引術であり、白隠禅師も自分が悩む病をこう
して治したと自筆の『夜般閑話』の中で、その方法も
述べられております。道教では老子によってこの大宇
宙の法を聖なる偉大な秩序としてその道の教えを説い
ており、内なる宇宙の和、陰陽のバランスの取り方を
教え伝えて来ました。
今、クオンタムヒーリングを語り、実践する時、日蓮
聖人の教えは達観でありました。例えば、仏教とは死
んでも極楽浄土できるよう、二千年前の過去の仏様に
お祈りし願ってもらうという受動的な教えではなく、
天国も地獄も仏寺も浄土国も全て今この自己の中にあ
り、ありとあらゆる人間が僧侶であるという能動的な
教えです。そうしたポジティブな生き方
の中に、健康的な気が育ち、癒しに役立っているとい
う事実は大変素晴らしい励みであります。
当地で開校した指圧専門学院も多くの方々のご協力と
ご援助によって 25 周年を迎えようとしております。毎
年優秀な卒業生を送り出す事が出来、卒業生はそれぞ
れの分野で患者さん達に感謝され、又本人自身が指圧
を通して人生の価値を見出し、楽しい歓びのある日々
を送る事ができているという事を聞く毎に、私は自分
自身に"I love to tender"とささやいております。
立教大学の卒業生の皆様、そして御家族の皆様の健
康、平和、幸福を祈り続けます。そして、地球の一切
の衆生が暴力、戦争のない一家族に成る日が一日でも
早く実現する日が来るようお祈りし、また広宣流布し
ましょう。
ご興味のある方は www.shiatsumassageschool.org のホー
ムページを参照下さいませ
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ゴルフ論
と、いつまでたっても同じところを堂々巡りするだけで、上
芳我

祥二郎

達しない。しかし基本はしっかりと身に着けていないとそれ

平成 1 年経済学科卒

ができない。それが前述のグリップとアドレスの姿勢であ

7 月 15 日頃、坂本さんより連絡を受け、準若手？として何
か書いてくれないかという提案があり、不覚にもその申し出
を断ることができず、書くことになった。

る。
グリップであるが、これがオーソドックスに握れていない人
は、まずオーソドックスなスイングができない。グリップは

そして書き出してみると自分で自分がいやになるほど、文才

クラブと自分の唯一の接点で、その接点がずれていれば自分

のなさに閉口している。今日はもう 23 日締め切りの 25 日ま

の体がしようとしていることをクラブに伝えることができな

でにあと 2 日しかない。しかも明日から旅行に行くことにな

い。このグリップもまた少し慣れるまでが大変で、慣れてし

っており、今日 1 日しか残された時間はない。あせる気持ち

まえば何てことないのだが、最初のうちはなかなか同じ形で

が先走り何も頭に浮かんでこない。やっぱりあの時断ればよ

握ることができない。だからゴルフを始める人は徹底的にグ

かった。でも今さら断るなんて許されないだろうな。とりあ

リップを覚えないといけない。最近は皆タイプをするからこ

えず書いてみようということでいまタイプをしている。とい

の例が分かりやすいと思うが、キーボードには F と J のキー

っても自分の人生を振り返ってああだこうだ言える様な人生

に突起物が付いている。これはここに両人差し指が来るよう

は送ってないし、自分が今まで、アマチュア、プロとしてゴ

にマークをしてあるもので、この位置に両手がないと自分が

ルフをやってきた中で、自分なりのゴルフ論を書いてみよう

打とうとしている言葉と全く違った言葉がタイプされる。

と思う。

これと同じでグリップもいつも同じグリップで握ることがで

最近ゴルフをしていていろんなアマチュアと回りいつも思う

きない人は、同じスウィングができない。

ことは、皆、頭でっかちになりすぎてかえってゴルフを難し
くしているということだ。現在は映像の技術が昔より発達
し、何百分の 1 のコマ送りとかで、いろんなゴルファーのス
ウィングの一部を見ることができるようになった。しかしそ
れはスウィングをする過程においてたまたまそのポジション
にあるだけでそのポジションに持っていくということはして
いないはずである。
(PGA で活躍しているプロたちは一緒にしてはいけない。彼
らは基本を全てマスターし、その応用編としてそれをやって
いるのだから)だから、ブッチ・ハ－モン、リック・スミス
や、レッド・ベターがこういってる、彼らの本でこう書いて
あるといってそれを週に 1 回、多い人でも 2，3 回ゴルフを
する人たちがしようとするのは、自殺行為に他ならない。

ではどのようにグリップを握るかだが、ゴルフショップにあ
るグリップの形をかたどった器具があるのでそれで練習する
のが一番良いと思う。但し一番大事なことは、グリップの握

私がゴルフを教えてくれといわれたとき、まず最初に教える

り加減で、グリップは小鳥を持つようにやさしくやわらかく

のは、グリップとアドレスの姿勢だ。もしこれがちゃんとで

握らなければならないということだ。これがなんとも簡単な

きたらスイングの約 80%は完成だ。人間の体というものは

ように聞こえるがクラブを最速で振ろうというときにこれを

自分たちが思っている以上にすばらしくできていて、頭で考

実践するのは難しい。これは練習あるのみである。

えながらやるよりも、体に任せた方が全てがうまくいく。例
えば、小さいときに自転車を乗り始めたときのことを思い出
してほしい。最初は誰かに持ってもらわないと、補助輪をつ
けないと怖くて乗れなかっただろう。でも、数回試すうちに
自然と乗れるようになる、自動車の運転はどうだろう、どれ
ぐらいのスピードでカーブを曲がることができるのか、どれ
くらいハンドルを切ると車線変更ができるのか、その動作を
考えながら運転している人はまずいない。感覚で運転をして

次に、アドレスの姿勢だあるが、ゴルフを今までやったこと
がある人は、一番最初に練習場に行った日のことを思い出し
て欲しい。途中から、もしくは次の日背筋や腰の辺りが痛く
なったと思う。(そうでない人は基本の姿勢ができていない
か、体が強い人である)ゴルフの姿勢、スイングというもの
は普段の日常生活ではまず使わない筋肉を使う。普段運動
を、特に物を使ってする運動、例えば野球、剣道、ホッケー

いるはず。ゴルフスウィングも一緒で感覚で覚えていかない
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など、をする人はもともとその筋肉を使っているのでそれほ

最後にどうしたらクラブヘッドスピードが出るようになるの

ど苦にならないと思うが、そうでない人は、ひどい人では次

かだが、これは個人個人の体の体型、筋力により非常に差が

の日に、自分はぎっくり腰になったのではないかと思うほど

出る。男性と女性は当然のことだが、同じ性別でも小さい

痛くなるときがある。しかしこれは良い兆候で、筋肉が痛く

人、大きな人、スリムな人、がっちりしている人、腕の力が

なるということはその筋肉を鍛えているということで、それ

強い人、そうでない人、個々人の体型は千差万別なので、こ

を続ければ筋肉ができてきて、スウィングがしやすくなるの

うという決まった形がない。しいて言えば、ゴルフスウィン

である。

グは腕の動きと体の動きのコンビネーションで、この両方の

姿勢であるが何がベストか、一言で言えば、アスレチックポ

動きがマッチしていないと、まっすぐ遠くにボールを飛ばす

ジションである。これは何かというと、例えば野球の野手が

ことは難しい。ボールを打つ瞬間にヘッドスピードが最速に

待っている姿勢、テニスの選手がボールを待っている姿勢、

なるようにクラブを振り、その軌道にボールがあるというこ

である。スタンスは適度に開かれていて、背骨はまっすぐ伸

とを感じなければならない。

びており、腕は力みがない状態。体のどこにも力が入ってお

スイングの論理については次回に記していきたいと思う。

らず、どこへでも動ける姿勢。この姿勢ができ前述のグリッ
プができていれば、合格です。

最後に、誰と回っても絶対に嫌われないゴルファーは次の通
りである。

この 2 つをクリアして初めて、クラブを振る動作に移ること



ができる。で何に注意すればよいかというと、どうしたらク

自分のショットに入ったら、あまり時間をとらずさ
っと打つ人。(特にグリーン上で、自分の番が来て

ラブを早く振れるかである。アマチュアとプロの一番の違い

から、ラインを読むのはやめましょう)

は飛距離である。平均的な男性アマチュアのドライバーの飛


距離は 210～230 ヤード、プロはというと 270～300 ヤー
ド、この差は大きい。60 ヤード違えば、次に打つショット

自分のボールは当然のことながら、他の人のボール
も良く見ている人。

の差も含め 7 番手から 8 番手
ということはプロがピッチングウェッジで打つところを 5 番
ウッドくらいで打つことになる。これが如実にスコアに現れ



最低限のマナーをちゃんと知っている人。



自分のショットに一喜一憂しすぎない人。自分がミ
スしたからといって叫んだり、クラブやゴルフカー

る。だからまず、飛距離を出せるようにならないとコンスタ

トに八つ当たりする人、ゴルフをやめたほうが良い

ントなスコアリングをすることは難しい。

と思います。ゴルフはゲームであって、ストレスを
ためる場ではありません。

また、現在、クラブ・ボールメーカーがしのぎを削り、優し
いクラブ、飛ぶボールをどんどん世の中に送り出している。
ではこのクラブは従来のクラブと何が違うのかといえば、ま
ずシャフトはグラファイトシャフトや軽いスチールシャフト

以上のことをすればどんな腕の人でも、皆に好かれるはず
です。ゴルフは楽しんでプレーしましょう。

の出現、クラブヘッドにはタイティニアム(チタン)が採用さ
れ従来のクラブに比べ格段に軽いクラブができた。これによ
り従来よいより大きいクラブヘッドをつけたクラブを作るこ
とができ、大きなクラブヘッドは今までよりも大きなスイー
トスポットを作り出すことができた。ボールについてもどん
どん改良され、よりスピン数の少ない(曲がりにくい)、硬い
ボール(飛ぶ)ができた。
この 2 つのコンビネーションがゴルフ界に新風を起こした。
よりまっすぐに、より遠くに飛ぶ、これでゴルフが昔に比べ
格段に簡単になった。
これからゴルフを始める人、ゴルフをやっていていまだに
20 年以上昔のクラブを使っている人、新しいクラブを買っ
てください。
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1.

谷上

知美

2.

平成８年卒

3.

法学部

4.

在米年数

約 5 年(2002 年 9 月に渡米)

在米理由

主人の仕事できましたが、今はとにかく

楽しく生きることを目的にしていて、その拠点を
LA に置いています。
5.

立教法学部在籍時は、勉強の 100 倍の時間を体育会
ボクシング部でのマネージャー活動に費やしていま
した。部活を通じて学んだことや、先輩後輩とのつ
ながりなど、とても貴重な時間を過ごした学生時代
でした。
今は、アルバイトとボランティア活動をしています
が、なにより毎日を楽しむことに重点を置いていま
す。全米の野球場を制覇することを目的として、ち
ょっとした休みなどを利用して、夏は野球三昧で
す。また、音楽が好きで、ライブに行ったり、映画
を見たりしています。
趣味は、ビーズでのアクセサリー作りです。
添付の写真は、2006 年のクリスマスカード用のも
のです。(毎年こんな仮装をしては、皆様に笑って
頂いています。)

6.

遊ぶこと、皆様と触れあうことをとても楽しみにし
ています！
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

1.

永井

宏奈

2.

平成 16 年卒

3.

文学部・英米文学科

4.

2002 年 8 月から滞在。アメリカに来た理由は、立教大学派遣留学にて、
ミシガンの大学に交換留学生として渡米したのがきっかけ。
それ以来滞在。

5.

はじめまして。LA に滞在 3 年目にして立教会の存在を知り、今年から参加しました。立教在籍中からアメリカ留学を
計画立てるも、なかなかチャンス、良いタイミングがなく、諦めかけた時に、ラッキーにも派遣留学の急募を掲示板で
発見、そこで急きょ応募し、ミシガンの大学に留学が決定しました。立教では英米文学科、Western Michigan Univ で
はコミュニケーションを専攻しました。1 年間の派遣留学を終了し、単位互換をしそのままミシガンでの勉強を継続
し、最短で第二学位を取得、その後就職今に至ります。ミシガンでの学生時代から今に至る一人での生活の中で様々な
苦楽を体験し、どんな環境でも楽しみを見出せる順応性が身につきました。LA では就職がきっかけで引越してきたた
め、あまり所縁がない為是非色々な方との出会いを大切にしていきたいと思っております。色々な行事を通してたくさ
んの人と触れ合うことが出来るのを楽しみにしております。それではどうぞ宜しくお願いいたします。

6.

立教に限らず別の卒業生会との交流や、スポーツ関係のイベント。また、現地アメリカでのコミュニティーとの交流も
面白いかと思います。
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LA 立教会役員名簿
会長

孫 恵美(EMI SUN)

昭和 43 年史学卒

emi_sun2000@hotmail.com
副会長

坂本計洋(KAZ SAKAMOTO)

昭和 52 年経済卒

dblue23@gmail.com
会計

笹田 周(SHU SASADA)

平成 10 年英文卒

LA 立教会役員からのお願い！

平成 5 年英文卒

ご住所・ご連絡先電話番号・e メールアドレス

sasashu@hotmail.com
監査

横山美穂(MIHO YOKOYAMA)

など変更された場合、お手数ではございますが
LA 立教会役員までご連絡お願い致します！

ymihochan@hotmail.com
書記

麻田理恵(RIE FOX)

平成 6 年仏文卒

bx2boo.mar25@gmail.com

立教 Town & Gown 幹事：
酒井祥子(SACHIKO SAKAI)

平成 1 年史学卒

sakaisak@gmail.com
小田真由美(MAYUMI ODA)

昭和 52 年国立弘前大学卒

mayumisings@gmail.com

顧問

水谷重男(SHIGEO MIZUTANI)

昭和 30 年英文卒

smizu80108@aol.com
武井誠之(NOBUYUKI TAKEI)

昭和 44 年経済卒

ntakei@cox.net

LA 立教会の皆様、いかがお過ごしですか？
皆さん「何か始めたいけど何から始めたら良いんだろう？」「LA 立教会の今後のイベントって？」「新入会員が入会
したと耳にしたけどどんな人達なんだろう？」などなど思った事ございませんか？
今回創刊号は「健康・スポーツ」をメインテーマにまとめてみました。
皆様からお寄せいただく耳寄りな情報・とっておきのコツなどを、よりコンパクトにお伝えする LA 立教会・年２回の
情報交換ページを目指していきたいと思いますので今後もご協力宜しくお願い致します。
また未だ LA 立教会に入会していないお知り合いの方も是非 LA 立教会にお誘いください。
この度は創刊号記事にご協力頂きました大角様、金子様、芳我様、新入会員の皆様、本当に有り難うございました！
麻田
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