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茗  球 
2021年 4月 29日 

茗球会 (東京教育大学附属高等学校 

                                          筑波大学附属高等学校 

                                          排球部 OB/OG 会) 

 

薫風爽やかな季節を迎えるなか、新型コロナウィルスの変異株で感染再拡大し先行きが見通せない状況ですが、皆

さまにおかれては益々ご健勝のことと存じます。 

昨年度は、１回目の緊急事態宣言で院戦が中止となり、代が替わってからも夏合宿が中止、夏以降も参加できた公

式試合は男子２大会、女子１大会、３学期は２回目の緊急事態宣言で部練も再度禁止となり、現役部員にとって制約

ばかりの１年でした。そのようななかでも、男子１８名（マネージャー４名含め）、女子１４名の部員は意気軒高であり、コ

ーチ陣も様々工夫をして練習を重ね、幸い春休み以降部練も再開となり、今年度は４月久々に公式戦が開催され、現

在５月開催予定のインターハイ予選に向け、そして現時点では無観客で実施予定の院戦に必勝を期し、全力で臨もう

としております。 

茗球会活動も昨年度は夏の合宿支援がなくなり、恒例の秋の懇親会も中止とさせていただきましたが、今年度は例

年通りの活動計画を策定しております。昨年度、皆さまからの会費納入が総額として大きく減少致しました。毎年会費

納入頂いている皆さまには心より御礼申し上げますとともに、今年度以降これまでと同様の現役支援、茗球会活動を

継続するために、改めて皆さまからの会費の納入をお願い申し上げます。また、昨年度から会員の皆さまへの連絡方

法について、郵送からＥメール主体に切り替えさせて頂き、会報も写真や詳細情報はＨＰを活用することで全体情報量

は確保しつつ会報紙面数は簡素化する工夫をさせて頂きました。ご要望、ご意見などあれば、是非お寄せ下さい。 

疫病は必ず乗り越えられるものであり、現役にとって楽しく充実した部活が復活し、茗球会としても皆さまで集える日

が一日も早く来るよう心より祈念しております。                                                         ＜会長 79回 海老塚 清＞ 

 

1． 顧問交代のご紹介 

2021年 4 月、河野雅昭先生（英語科）に代わって熊田亘先生（社会科）が顧問にご就任頂きます。また、勝田仁之

先生（物理科）が育休中でいらっしゃるので、同じ物理科の櫻井一充先生も顧問に加わって頂きます。矢田理世先生

（英語科）には引き続きお世話になります。                                 ＜87回 落合 悟＞ 

 

２． ２０２１年度 学習院戦について 

 ２０２１年度の院戦は新型コロナウイルスの影響を受けまして、6 月 5日に選手とベンチのみが会場に入り、無観客で

実施される予定です。会場は部活によって分散しますが、排球部の試合は学習院の女子部で開催されます。女子の試

合が午前、男子の試合が午後に行われます。直接声援を送れず寂しい思いもありますが、開催できることをまずは喜

び、ぜひ皆様も一緒に心の中で応援していただければと思います。                ＜127回 石川 創大＞ 

 

３.  男子排球部の活動報告 

日頃より OB・OG の皆様による応援・ご支援ありがとうございます。今年度の男子の試合実績は、茗球会の HP を

ご参照ください。現在は 130回生がプレーヤー8人マネージャー2 人、131回生がプレーヤー6人マネージャー2人の

計 18人で活動しています。 

昨年度は新型コロナウイルスの影響もあり 129回生の代の院戦は中止、部活動の再開も 6月終盤からとなりまし

た。その部活動も感染対策の為、今までと比べ活動時間が短くなってしまいました。 

現在はどの練習を重点的に行うか等をプレーヤーと相談しながら何が出来るかを試行錯誤し、短時間でも質の高い

練習ができるよう部活動に取り組んでいる状況です。 
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感染対策として、練習中はあまり密にならないようなるべく間隔を空けて話をし、部所有のコップは用いず持参した

水筒での水分補給をする等の対策を行ってきました。練習に関しては殆どを動画で撮影し、後々見直せるようにして

います。距離を開けたことで見やすくなり振り返りがしやすくなったことは良かったことと言えると思います。 

大会としては全日本バレーボール高等学校選手権大会一次予選、及び新人大会に出場しましたがどちらも一回戦

負けとなってしまいました。夏合宿の中止や OB の部活動への参加人数の制限など、試合形式での練習量が足りず

経験不足だったことも多少響いてしまったように感じました。しかしながら、関東予選大会では漸く 1勝をあげることが

できました。この 1勝を励みにして、今後の活動や大会に向けての取り組みの動力源としてくれれば幸いです。 

チームとしては高さのあるセンター2 枚と攻撃力のあるサイドが特徴で得点力のあるものだと思います。その攻撃ま

で繋げる粘り強さを養っていくことが今後の課題となっています。プレーヤーが当初 4人だった 131回生も 2人増えて

6人となり、2チーム組める人数となったので今後試合形式での練習にも取り組んでいきたいと考えています。 

学習院戦もインターハイ予選も現状では開催されることが決まり、最終目標も定まりました。後はそれに向けて練習

あるのみだと思います。今後ともよろしくお願いします。           ＜男子排球部コーチ 128回 安田 祥起＞ 

 

４． 女子排球部の活動報告 

日頃より、卒業生の皆様からは暖かいご支援をいただきありがとうございます。新型コロナウイルスの影響で昨年の

2月から 6 月の半ばまで練習ができない日々が続き、また、春季大会、院戦、インターハイ予選が中止となったため、

129回生は節目の大会がない状態で引退となってしまいました。 

夏休みから、途中入部の 130回生 1 名と、4月に入学した 131 回生 13名の計 14名で新たなチームが発足いたし

ました。昨年度は合宿が中止となったり、2度目の緊急事態宣言により、1月から再び部活動が制限されてしまうなど、

思うように練習をすることができないこともありましたが、互いに教えあったり、刺激しあってぐんぐんと上達しており、成

長著しいチームです。戦績の詳細は、茗球会 HP をご覧下さい。新型コロナウイルスの感染対策で、マスク着用や、部

員や練習に参加する卒業生に健康観察フォームの提出が求められることはもちろん、部活中の声出しやハイタッチが

あまりできず、また練習後に消毒作業を行うなど例年とは異なる状況での活動ですが、主将を中心にメニューを考え、

工夫して活動しております。 

4月 25日には春季大会が無事に開催され、筑波は 1勝をあげることができました。院戦やインターハイ予選に向け

て、これからも感染対策に十分配慮して練習に取り組んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 

＜女子排球部コーチ 128回 守山 日向＞ 

 

５． 夏合宿と秋の懇親会のご報告 

   2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大の現状に鑑みて、例年行われています夏合宿、及び秋の懇親会は中

止になりました。現役 OBOG の貴重な触れ合いの機会でありましたので、大変残念ですが、2021 年度は開催できるこ

とを期待しております。                                                      ＜127回 石田 映＞ 

  

６． 2021年度の新規会員のご紹介 

 

＜１２９回男子排球部＞ 

市村 光(いちむら ひかる) 

ライトでした。たくさんの OB、OG さんや仲間と楽しくプレーできました。3年間ありがとうございました。 

太田 駿（おおた しゅん） 

レフトでした。周りより遅く入部したり、怪我などもあったりしましたが、仲間と最後まで楽しく過ごせました。ありがと

うございました。 

武藤 匠海(むとう たくみ) 

セッターでした。目標にしていた院戦が無くなってしまい、残念な気持ちはありますが、仲間達と助け合いながら 2

年間過ごせたことは、決して無駄ではなかったと思っています。 
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遠藤 港音 (えんどう みなと) 

レフトでした。院戦で戦えなかったことは悔しいけれど、信頼できる仲間や熱心な OB さんたちと、一緒にバレーボ

ールを楽しめたことが、素晴らしい思い出です！支えて下さったみなさん、ありがとうございました。 

藤井 智大（ふじい ともひろ） 

センターでした。温かい OBG さんや仲間に支えられ、沢山の貴重な経験をさせていただきました。ありがとうござい

ました。 

吉田 灯理(よしだ あかり) 

マネージャーでした。普段の練習や試合の時など、選手が一生懸命バレーボールをしている姿をみることが楽しか 

ったです。ありがとうございました！ 

田川 希海(たがわ のぞみ) 

マネージャーでした。沢山の方に支えられながら、３年間仲間と共に本当に楽しく活動することができました。ありが

とうございました。 

申 悠来(しん ゆうき) 

マネージャーでした。色々なことがありましたが個性豊かなメンバー達とバレーボールを楽しむことができました。あ

りがとうございました 

 

＜１２９回女子排球部＞ 

大沼 歩佳（おおぬま あゆか） 

センターでした。人との関わり方をたくさん学ぶことができました。3年間とても楽しかったです。これからもよろしくお

願いします。 

小野寺 絢美（おのでら あやみ） 

マネージャーでした。プレイヤーだった時もマネージャーになってからもバレーを楽しむ部活の雰囲気が大好きで、 

沢山の方に支えられました。ありがとうございました！ 

桐山 七美（きりやま ななみ） 

センターでした。高校から始めたので最初は不安でしたが、3年間楽しみながらプレーすることができました。ありが

とうございました。 

児玉 悠花（こだま ゆか） 

ライトでした。コロナや怪我等悔しい部分はあったけれどそれでも、楽しかったと言い切れる 3年間になりました。あ

りがとうございました。 

高橋 りつ賀（たかはし りつか） 

レフトでした。とても楽しい部活生活を送れたのは仲間、先輩方、先生方、そして OBG の方々のおかげだと思って 

います。ありがとうございました！！ 

高宮 早菜（たかみや さな） 

セッターでした。辛いこともあったけれど、チームメイトや OG さんの支えのおかげで充実した 3年間を過ごすことが

出来ました。ありがとうございました。 

出口 陽菜（でくち ひな） 

レフトでした。チームスポーツであるバレーボールを通して、仲間と共に喜びも悔しさも共有することは、高校生活に

おいてとても貴重な経験となりました。３年間ありがとうございました。 

 

７．2020 年度決算報告と 2021年度予算 

2020年度決算、及び、2021年度予算の詳細は茗球会 HP に記載の通りです。 

2020年度の年会費収入は、442千円(前年比△146 千円、計画比△108 千円)という低水準に留まりました。この会

報を原則郵便から E メールに切替え、振込用紙の同封を止めたこと、秋の懇親会が中止となり年会費を徴収する機会

が減ったこと、等が主因と考えられます。一方支出は、通信連絡費（65千円）を前年比△102 千円に抑制すると共に、

コロナの影響で多くの支出項目（夏合宿関連支援は０円、計画比△285 千円等々）がゼロとなった結果、次年度繰越金

（753千円）は計画比+306 千円の増加となりました。現役への備品購入援助については、要望に基づき、ボールバッ

グ、防球スタンド、動画撮影用スマホ三脚など（合計 51千円相当）を贈呈しました。収支規模は 936千円でした。 
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2021年度は、会員の皆さまへの連絡方法の効率化をもう一段進めて、通信連絡費の更なる削減に取り組みます。

夏合宿をはじめコロナの影響により開催が未定の行事もありますが、主な支出項目はほぼ従来通りを計画していま

す。この為にも、会費収入は昨年度を上回る実績が必要で、500千円（前年比+58 千円）を計画します。次年度繰越金

は 585千円、収支規模は 1,343千円を見込みます。 

 

８．会費納入のお願い 

＜年会費＞ 社会人 3,000円、学生 1,000円、浪人生 0円 

（68回までの卒業の方々＝80歳以上になられる方々、は無料です。） 

これまでの皆さま方のご支援に対して心から感謝申し上げますと共に、今年度も会費の納入をよろしくお願い申し上

げます。ご連絡を原則 E メールに切り替えたことで、振込用紙のお届けを停止してご不便をお掛けしています。昨年度

の会費収入では、夏合宿が実施された場合の支援は大変厳しい状況となります。昨年度を上回る会費収入となるよ

う、何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 

①振込方式 （振込手数料は各自ご負担願います） 

＜振込口座＞ 

・みずほ銀行 渋谷中央支店 普通 １１２１９６７ 口座名義：茗球会 

・ゆうちょ銀行（旧郵便局）  ⇒ (振込用紙は同封していません。銀行窓口の用紙をご利用下さい。) 

(a)ゆうちょ銀行から振込む場合  ００１４０－４－５４３８５１ 口座名義：茗球会 

(b)他金融機関からゆうちょ銀行へ振込む場合 

          〇一九（ゼロイチキュウ）店 当座預金 ０５４３８５１ 口座名義：茗球会 

＜振込人名＞ 

お手数ですが、氏名の前に卒業回数をお付け下さい。（例：87 カイ オチアイ サトル） 

 

②口座振替方式 （振替手数料は無料です） 

金融機関に足を運んだり、インターネットで振込んだりする手間も無く、振込手数料負担も無く、毎年、年会費を収納

させて頂きます。 

・学生の方々は振込方式にて、毎年 1,000円をお振込み下さい。 

・今後、80歳に到達される年度以降の振替は停止致しますのでご安心下さい。 

＜金額＞      3,000円＝社会人の年会費 

＜振替実施日＞ 原則 7月 26日  

＜申込み方法＞ 

新たにお申込みの方は、下記連絡先までご一報ください。直ぐに「口座振替依頼書」を郵送致します。必要事項をご記入

の上、５月 3１日（月）までに、ご返送下さい。 

既に口座振替依頼書をご提出の皆さまは、アクション不要です。 

 

９．その他 

昨年度から幹事団に 93 回島理英子さんが加わってくれています。どうぞよろしくお願いします。 

本文でも触れました通り、定期的なご案内を原則 E メールに切り替えたり、ご案内内容の簡素化、効率化を図ったり

しております。予算・決算の状況、会則、現役の戦績等の活動状況、写真、等は茗球会 HPに掲載しておりますので、

そちらも併せてご覧頂けると幸いです。 

今年度も、７０周年の記念誌と名簿を販売しています。購入希望の方は、下記連絡先まで、希望内容をご一報頂い

た上で、年会費とは別に、茗球会口座まで金額をお振込み下さい。（名簿：1冊 500円、記念誌：1冊 1,800 円） 

登録情報に追加・変更等あれば、下記までご一報ください。 

連絡先： 87 回 落合 悟      住所：〒146-0085 東京都大田区久が原 3-38-9 

電話番号＆FAX： 03-6410-2422  メールアドレス： ochiai555@ybb.ne.jp 

茗球会 HP： https://meikyukai.org/  または、 茗球会 で検索を！          ＜７．～９． 87回 落合 悟＞ 

mailto:ochiai555@ybb.ne.jp
https://meikyukai.org/

