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 第８９代 新幹部体制スタート　一 スローガンは「一」（初心に戻る）ー

・本年度団長を務めさせて頂きます、稲山和真と申します。
平素より当応援団に格別の御厚情を賜り誠に有難うございます。
本年度は全体のスローガンを「一」と致しました。こちらには初心に戻るという意
味が込められています。私自身、この一年間、入部当初のような純粋な気持ちで応
援団や応援という行為そのものと向き合いたいと考えております。
そして幹部を含め現役部員全員が、心から良い一年間だったと思えるよう、私自身
精進して参ります。

・こんにちは。私本年度主務を務めさせて頂きます松本愛と申します。
日頃より当応援団に対する御支援を賜りまして、心より感謝申し上げます。
本年度は「一」はじめより応援団を見つめ直し、全員で協力して纏まりのある応援
団を作り上げて参りたいと思っております。団員全員が自分の居場所を見つけ、そ
の役割に誇りをもって活動できるよう、一生懸命にサポートして参りたいと考えて
おります。また、主務として、自分自身に厳しく、謙虚な姿勢を心掛けて参りたい
と思っております。

・こんにちは。私本年度リーダー部長を務めさせて頂きます小林大海と申します。
本年度のリーダー部のスローガンは「尽くす」です。
ここには、個々人が全力を尽くす事により、結果として、全ての応援対象に尽くす、
という意味が込められております。一年間、まず私自身が応援団にこの身を尽くし
て参る所存でございます。
最後に、日頃より私達の活動を支えて下さっております皆様にこの場を御借りして、
感謝申し上げます。

・こんにちは。私本年度吹奏楽部長を務めさせて頂きます佐藤優斗と申します。
本年度、吹奏楽部では「Stepwise」というスローガンを掲げました。
部員全員が足並みを揃え、常に前進していく代にしたいという思いが込められてい
ます。私共の定期演奏会が 50回という節目を迎え、これまでの活動の基盤を大切に
しつつ、更なる飛躍の年にしていきたいと思っておりますので今後共御指導、御鞭
撻の程宜しくお願い致します。
最後になりましたが、これまでの多大なご支援にこの場をお借りして感謝申し上げ
ます。

・ こんにちは。私本年度チアリーディング部長を務めさせて頂きます関本彩乃です。
本年度、チアリーディング部は「Pride」というスローガンを掲げております。
チアリーダーとして、また応援団員として充実した濃い活動を送り、関わる全ての
方に活力を与える為、一人一人が更に一層、プライドを持つ事が最も必要であり、
そちらを目指して参りたいという意味が込められております。
最後になりますが、日頃より、格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。

 2020年東京六大学野球春季リーグ戦日程

●神宮観戦にあたりまして
のお願い

・OB・OG の方も有料 ( 応援
席券 500 円 ) です。

・OB・OG 席はリーダー台
の前のブロックから “内野
側” に一つずれたブロック
となります。

・OB・OG の方がいらした際、
現役部員が席までご案内す
ることは行っておりません。

・OB・OG の方の優先入場
はありません。一般の方と
同じ列からご入場ください。

・エールは試合開始 30 分前
になります。エール交換中
は入場が出来ませんのでご
了承下さい。
 

 ＯＢ・ＯＧ会費納入
のお願い

 OB・OG 会費のご納入をお願いいたします。会費は本会報の発送等 OB・OG 間の親睦および現役の
合宿費、新人勧誘費、外部指導者費用他支援に有効に使用させていただきます。何卒趣旨をご理解の上、
ご納入方、よろしくお願い申し上げます。( 会計　浅井 雅 )

■ 平成 28 年〜令和 2 年までご卒業 5,000 円 (OB・OG 会運営費 1,000 円、学生支援金 4,000 円 )
■ 平成 27 年以前にご卒業 8,000 円 (OB・OG 会運営費 4,000 円、学生支援金 4,000 円 ) 
　※ 同封の郵便振替用紙をご利用いただきますと手数料が OB・OG 会負担となります。  
■ 銀行振込の場合の振込先
三井住友銀行 池袋支店 普通 625914 立教大学応援団 OB・OG 会 会計委員 浅

あさい ただし

井雅
三菱東京 UFJ 銀行 池袋支店 普通 361078 立教大学応援団 OB・OG 会 会計委員　浅井雅

※尚、今年度よりスマートフォンからのキャッシュレス決済 ( クレジットカード払い ) が可
能になりました。詳細につきましては、同封の別紙に記載いたしましたのでご利用ください。

<< お詫び >>
本年 1 月に現役より送付致しました令和 2 年旧幹部送別会の案内ハガキにつきまして、差出人、会費

の不記載等の不手際があり、OB・OG の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしました。
心より深くお詫び申し上げると共に、今後はこうしたことのないよう部員の指導にあたらせていただ

く所存です。(OB・OG 会 会長 風間進 )

【編集後記：芙蓉の高嶺】 
応援団の歴史はミルフィーユのようだ。一年一年、薄いが確実に途切れることなく確実に

積み重なる歴史には、決してヒーローもスーパースターもいない。ただ只管に自分の小さな
役割を全うし、次に繋げる。そんな地味だが確実な努力が 1000 枚以上重なって 90 年の歴史
になる。( 編集責任者 細川義洋 )

【入場料金】
特別内野席券￥1,500 内野席券￥1,300 
学生内野席券￥800    外野席券￥800 
応援席券￥500
ファミリーシート（5名） ￥8,500
ファミリーシート（4名） ￥6,800
ファミリーシート（2名） ￥3,400
ペアシート（2名）  ￥3,400
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《東京六大学野球春季リーグ戦開催について》
新型コロナウイルスによってお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、罹患

された皆様に心よりお見舞い申し上げます。１日も早く流行が終息することを願っております。
都内をはじめ各地で感染者が確認され、多くの方が不安を抱えて生活をされています。現在全国各地

でイベントやスポーツ大会の中止、順延或いは縮小が相次いでいますが、本連盟では本日春季リーグ戦
の日程を発表させていただき、今後４月 11 日の開幕に向けて準備を進めていくことにいたしました。

ただ、感染を巡る状況は予断を許しません。情勢を注意深く見守り、リーグ戦開始までの期間、加盟
各大学野球部と連携をとりながら、専門家の意見も踏まえて協議していきたいと考えています。

令和２年３月６日
東京六大学野球連盟



  六大学 OB・OG の集い様々
むしろ卒業後に交遊が広がり、他大も含めて様々な年代と楽しく過ごせることが多くなる六大学の応援団。

今回はそんな OB・OG による様々な交流の場をご紹介させていただきます。

【六大学野球部・応援団野球大会】
近年、各代に広がりつつある六大学野球大会。
東大グラウンドや神宮球場を借り切って、野球部の先輩方は且つてのユニ

ホームに身を包み、リーダー部はもちろん学ラン。往年と変わらぬ吹奏楽部
の音色に載せてチアリーダーも躍る中、かつての名選手達がプレイを繰り広
げます。昔、憧れた選手、プロ野球で活躍した選手などとも親交を深められ
る楽しい一日です。

( 写真は昭和 59 年卒の野球大会 )

【六大合演OB・OGバンド「Returns!」を知っていますか？】
 六大学応援団の卒業生であれば誰もが参加できる OB・OG バンドは昭和 57 年卒

から平成 30 年卒までの約 60 名で活動中です。
聞くものを惹きつけずにおかない圧巻の演奏とまさかのドリルには毎年絶賛が送

られています。
少しでも興味のある方は、是非、見学に来てください。ブランクが長くても、初

心者でも問題ありません。
●興味のある方は、リターンズホームページを覗いてみてください。
https://6dgereturns.wixsite.com/returns

 
【東京六大学応援団 OG チアリーディングチーム：Big Six Blazers】

六大学 OG によるチアリーディングチームです。
各種スポーツ応援 · 大会出場 · イベントなど幅広く、最近では記憶にも新し

いラグビーワールドカップ関連イベントにも出演しました。2020 年も各種イ
ベントに出演予定です。

共に汗と涙を流した仲間とまた一緒に新しく思い出を作っていく、そんな
BSB の活動に興味のある方は Instagram と Facebook で「BigSixBlazers」と
検索してみてください。

【観光六旗会】
旅行会社やホテルなど、観光に関連する業界の応援団 OB・OG が集まる「観

光六旗会」。
単なる同窓会ではなく、数々の有益な情報交換で、仕事にも大いに役立つ集ま

りでもあります。観光学科のある立教からは毎年のように人材が輩出されるこの
会での立教のプレゼンスは大きく、更に勢力を増しそうです。まだ、この会の存
在をご存じない皆様、是非一度遊びにいらしてください。

【六公会：六大学公務員の会】
大臣経験者や首相秘書官、自衛隊幹部に大手新聞の政治部長、そんな人達と親

交が深められる会です。
総勢７０名のうち約半数が東大応援団 OB・OG という珍しい会ではあります

が、卒業したての若手官僚から昭和５０年代までバランスのとれた人員がみな、
「国家国民の為」という思いを新たにする場でもあります。立教はまだまだ少数
派ではありますが、政府に関連するお仕事をお持ちの方、是非、ご一報ください。

【スターライツオーケストラ】
六大学 OB・OG バンドの草分け的な存在でもあるスターライツ。
毎年１月に赤坂のライブハウスで行うライブでは満員の観客の中、ジャズ、

ラテンは勿論、ヘビメタからフュージョン、歌謡曲まで何でもやってしまいま
す。とにかく理屈抜きに楽しい。それが全てのスーパーファジーバンド。

来年のライブは 2021 年 1 月 16 日、17 日の二日間。赤坂ビーフラットにて
行われます。

 令和２年度 OB・OG 総会・懇親会のお知らせ
■日時 : 令和 2 年 5 月 17 日 ( 日 ) 14 時 30 分より 16 時 30 分
■場所 : コンフォート < 銀座線 外苑前駅徒歩 2 分 >　
 (https://www.kaigishitu.com/detail/12871/)
■総会終了後、別会場にて懇親会も実施いたします（会費 6,000 円 ）。

【出欠のご連絡】（下記のいずれかでお願いします）
右の QR コードをスマートフォンで読み込み表示されるサイトから

出欠入力をお願いします。
E-mail ：stp.rcp@gmail.com
Tel     ：080-3455-8049 ( 幹事長 細川義洋 )

 六大学応援団現役の行事
 「合同演奏会」、「六旗の下に」は各々昨年と同じ会場で開催ですが、日程は例年とは逆に合同演奏会

が先の開催となります。

 六旗会のお知らせ
東京六大学応援団 OB・OG の集い「六旗会」を以下の日時・場所で開催することが決まりました。

皆様お誘いあわせの上、是非、ご来場ください。

■日時 : 令和2年7月11日 (土) 
■時刻・場所・会費等詳細については、別途OB・OG会ホームページ、OB・OG会Facebookページ等
にてお知らせします（写真は昨年の六旗会の集合写真です）。

【出欠のご連絡】（下記のいずれかでお願いします）
右の QR コードから表示されるサイトから出欠入力をお願いします。
E-mai ：stp.rcp@gmail.com
Tel    ：090-7417-8621 （連盟先輩理事 澤栗稔）

 東京六大学応援団連盟 第 67 回 六旗の下に
令和 2 年 7 月 12 日（日）開演時間未定

場所 : 神奈川県民ホール

 東京六大学応援団連盟 第 46 回 合同演奏会
令和 2 年 6 月 28 日（日）開演時間未定
場所：府中の森芸術劇場どりーむホール

 新役員のご紹介
平成 24 年卒小熊さやと申します。現役の当時は吹奏楽部でパーカッションパート、幹

部役職は演奏会企画兼チアリーディング部責任者でした。
この度ご縁があり幹事に就任することとなりましたので、幹部時代不慣れな役職で皆様

に助けていただいたご恩返しをさせていただく所存です。
どうぞ宜しくお願いいたします。


