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期生が入

ことができるという体制を取っ

体育会では、日々勝利を目指

また、クラブや学年を越えた

今後、学友一丸そして後継委

第一回目は学生センター内の

の確認。

年間決算。昨年使用した、備品

昨
…年度学友会

体のクラブの昇降格について。

部
…籍より継続・

施設を清掃対象に行われまし

更新・審議結果報告。クラブ団

・第二号議案

員さんと共に、更に皆が楽しめ

た。共同ホールや、音楽練習室

新たな出会いがＳＫＰにはあり

など、主に文芸局のクラブ活動

咲き薫る創価大学に

ている。それぞれのブースもそ し汗を流す運動部で構成されて

て新たな出会いを通して互いの

場所をみんなで仲良く掃除をし ・第三号議案

年度前期
の団体の特色を前面に押し出し いる。各ブースではそれぞれの

可能性を引き出していける、そ

ました。

やクラブ支給金の合計等の報

告。

ます。

た物となっておりとても充実し ユニフォームに身を包んだクラ 「あんた誰やねん」状態から始

んなＳＫＰを創って参りますの

年４月２日桜が爛漫と
まりますが、自分の頑張ってい

でどうぞよろしくお願いしま

平成

ることを語り、また、相手の話

す！

に頑張ろうと決意し合える場で

ブ員さんがやさしく迎えとても
熱い会となった。
（写真前段左

を聞くことで、刺激し合い、共

もこの時期は期待と緊張に胸が
す。

る議案である。今回の議案はク

会とクラブ員さんの間で作られ

ク
…ラブ員さん

いっぱいだ。創価大学の各クラ

より頂いたご要望をもとに学友

◇ロワールパーティー
毎年、４、５月は新歓期間と

クラブツアーは一人でクラブ

ラブツアー。

ブ総出で催し物を用意し、アジ

の見学に行きづらい新入生や編

して新入部員獲得の為に各クラ

リに部会、練習に汗を流すのが

学術局では、華やかな民族衣

クラブ員さん同士でわきあいあ るという企画である。

入生へのクラブ見学を推進し学

ても、この期間少しでも新入生
装に身を包んだり、各国の文化

ていく中、本年度からの試み

に続き取材させて頂いた。

等を通し募集し、より良い創価

これらの議案を事前の説明会

行われました。

当日は、普段かかわりのない 友会局員が共にツアー形式で回

の為、各クラブの力になれれば

動系と多種多様な団体が集うと

な会となった。将棋、音楽、運
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出した温かな会となった。 右
(

ているクラブ員さんからは

写真はハングル文化研究会）

ても賑やかな会となった。

「来て本当によかった！」

また頑張ろうと思えた！」など

★清掃大会実行委員会より

「みんなの話をきいてここから 「清掃大会」が始動した。
ＳＫＰ

◇ＳＫＰ
ロワールパーティーが終わり

嬉しいお言葉をいただいており

各クラブが新入生と共に、新出
発したころ創価後継プロジェク

このように、前期も盛り沢山

内容である。その前期の最後の

継委員さんには有志でトーク

らしい話しなどがあり、研鑽会
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この清掃大会は、
「創立者を
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のクラブの代表が一堂に集まり
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の会となった。各クラブの代表

前期代議員会は今年も大成功

義の会である。

員で作り上げていきたいとの意

大学のクラブ活動をクラブ員全

ます。

にて第一回清掃大会が開催され

◇第 回前期代議員会

ます！

きますので、ご協力お願い致し
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★学友会後継より
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Ｑ、どのような取り組みをしていますか？
Ａ、草創期から残る建学の精神に基づく
ＳＫＡ理念を根本に活動しています！
Ｓ<ＫＡ理念 >
一、豊かな人間性個性を
備えた人間の形成
一、世界規模の諸問題に
対する理解と研究
一、平和へと響き渡る
新しき音楽の創造
この三指針を根本に世界の問題を調べ
深め、音楽を通しの世界の平和に貢献し
ようと、目の前の一人の幸福の為に活動
しています！
そのために、スタジオ練習や個人練習
だけでなく、月曜の放課後に部会を開き
部員皆で気持ちを一つにするため創立者
の研鑽や気持ちの共有をしています！
部会では、世界の諸問題を調べプレゼ
ンをしたり、平和のために音楽活動と研
究活動をしっかり両立しています！

Ｑ、どのような取り組みを行っていますか？
Ａ、準硬式野球部は、目標の全国制覇にむ
けて、週４～５回の練習をおこなっていま
す。また、野球部には、
「社会に通ずる人間
形成」という目的がああります。つまり、
ただ野球を練習するのではなくて、野球を
通じて社会でも通用する力をつけることが
目標です。この準硬で、人間
として成長し、創大生の模範
となれるよう日々練習してい
ます。
Ｑ、
「人間形成」のために、練
習で気を付けていることは何
ですか？
Ａ，挨拶や連木を大切にする
ことと、道具を大切にするこ
です 。
練習は、学外の球場を借り
て行っているのですが、管理
人さんへの挨拶や、きれいに
使ってきれいに返すことを徹
底しています。また、勉強や
諸活動、創大祭にも全力
で取り組んでいます。
Ｑ、創立者との原点を教えてください。
Ａ，創立者が、いつも準硬が練習していた
外部の練習場に来て下さったことです。
自分たちが練習していない時だったので
すが、創立者がその時の写真を後日準硬に

Ｑ、部の歴史について教えて下さい
Ａ、
ＳＭＳにいた３８期が東京スカパラダ
イスオーケストラのコンサートに行った
際に、ドラムのスティックを投げるパ
フォーマンスのスティックをキャッチし、
直感で作ろうと決意したことがきっかけ
です ！

SKA
準硬式野球部

Ｑ、どのよ
うな部にし
たいです
か？
Ａ、人生の
原点をこの
部で作って
ほしいです。
個人とし
て負けない
青春時代を
築いてもら
いたい。色
んな人がクラブに所属しているからこそ、
ぶつかりながらも立ち返る理念をもとに
目の前の人を大切にする音楽を大切にし
て欲しいと思っております！
Ｑ、
ＳＫＡの魅力とは？
Ａ、目の前の人を笑顔にするという目的
を根本に演奏活動をしている所。音楽を
演奏するだけでなく、自分自身なりの平
和について考え、音楽を通して様々な形
で成長できる場だと思います！
どこまでも、人の幸せ、平和を音楽で
伝えようとする心をもち日々活動してい
ます！
送ってくださったのです。創立者が、自分
たちの練習場まで足を運んでくださったこ
とに、感動しました。
Ｑ，創大ならではの伝統はありますか？
Ａ、
「一人を徹して大切に」ということを根
本にした後輩育成です。
「後輩のために野球
しよう」という先輩の姿をみて、僕たちも
後輩がおもいっきり、楽しく野球
ができるように、執行でさまざま
なことを話し合っています。
悩んでいる後輩がいれば、しっ
かりと寄り添い、どうしたらいい
かをみんなで話し合っています。
悩んでる後輩がいれば、しっかり
寄り添い、どうしたらいいかをみ
んなで考えます。
準硬を通して、後輩が自分以上
の人材に成長してほしいと思って
います。
Ｑ、準硬の良さをアピールしてく
ださい！
Ａ、創大で、成長したいと思うな
らば、準硬式野球部は絶対に間違
いないです！
何事も全力です！準硬は、部員全員が「入
部して良かった」といえる、最高のクラブ
です ！
是非一度、練習にきて、準硬という野球
部を見てほしいと思います！

SOKA フラハワイアンズ
蛍桜保存会
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クラブインタビュー

Ｑ、部の取り組みはどのようにしていま
すか？
Ａ、週１で月曜日か水曜日の放課後約２
時間ほどで活動しています。部員は２０
人ほどで、月１回外部の先生をお呼びし
てフラダンスの基礎から練習をしていま
す。
また、
「フラノート」という自分たちな
りに研究したフラダンスのテクニックや
練習内容をまとめたノートを作り、技術
の向上に励んでいます。部員の中には看
護学部の生徒も多く、立ち上げたばかり
なのでアッ
トホームな
雰囲気で部
員全員がフ
ラダンス
サークルの
基盤を作っ
ています。

Ｑ、フラダ
ンスサーク
ルはどのよ
うに創られ
ましたか？

Ｑ、どのような
取り組みをして
いますか？
Ａ、関西校の蛍
保存会、桜保存
会からの発祥
で、
「春は桜の、
夏は蛍の名所に
しよう」という
創立者の一言に
感銘を受け、蛍
桜保存会を作り
ました。
基本的には生物の飼育で、蛍のほかに
も様々な生物を飼育しています。その経
験を活かして、蛍の生態についての学習
や、再生をお手伝いをすることを今後活
動していきたいと考えています。
蛍は環境問題においての重要なバロ
メータでもあるため、環境が良いところ
に蛍が多く生息していることは皆さんも
ご存知だとは思いますが、蛍だけではな
い生物も環境に関係して生息しているの
ではないかと思い、蛍を通して他の生物
についても学習し、そこで環境問題につ
いても理解を深めていくようにしていま
す。

Ａ、現代表の石田さんが創価大学にフラ
ダンスの部活動があればいいな、何か新
しいことをしたいという思いから半年前
に創部しました。

価値創造の大道を

切り拓いていきます！』

本年度横断幕

報恩感謝の心を胸に

Ｑ、部の魅力はなんですか
Ａ、一番最初の顧問の方から言われたの
が、蛍を守ってくれれば他のことは何を
してもいいということでした。蛍桜保存
会の活動のありかたがこの一言です。自
分自身、入部した時に蛍第一とかは全く
思っていませんでした。
他にやりたいこともいっぱいある中で、
蛍を守り育てることは自分の中で大切な
ものの一つになっています。とても楽し
く、やりがいのある部活なので是非気軽
に遊びにきてください！

Ｑ、部として根本にしていることはあり
ますか？
Ａ、蛍桜保存会にいると、自分はここで
頑張らなければいけないという使命感を
感じています。後輩がくるまでは自分一
人でしたが、４年生の先輩方に助けられ
て、自分自身奮起することができ、先輩
方にはとても感謝しています。
そして、生き物たちの逞しく生きる姿
から、学ぶことはとても多く、失敗だと
思っても、実はその方が生き物にとって
は良いこともあるのです。生き物はこち
らがやればやるだけしっかりと答えてく
れるのが日々の生活を充実させてくれて
います。

Ｑ、 SOKA
フラハワイアンズの魅力とは？
Ａ、部員のほとんどの人がフラダンスを
始めたばかりなので、気軽に楽しく練習
をすることができ、勉強や留学をしたい
人でも続けることができるサークルだと
思います。とてもアットホームな空気で
楽しくフラダンスをすることが出来るの
で、ぜひ気軽に見学に来て下さい！

方に感謝申し上げます。

す。ご協力頂いた全ての

に置かせていただきま

い意義文は又学友会本部

させて頂きました。詳し

決意できるような文章と

これらの想いを見る度に

は～していきます！』で、

行き着きました。
『私達

いていく』という言葉に

値創造の大道』
、
『切り拓

そして『報恩感謝』
、
『価

を考えていきました。

この３つの柱を軸に言葉

決意出来る物

③みんなが見た時に

安心して頂きたい

②創立者に

①創立者への感謝

えてきました。

言を頂き、３つの柱が見

ンケート、自治会より助

クラブの代表の方にア

きました。

内で決め、企画させて頂

センターに貼ろうと学友

見て頂いているこの学生

言葉を、創立者にいつも

各々が決意できるような

にご安心していただき、

Ｑ、今後の活動等についての意気込みを
お願いします。
Ａ、フラダンスサークルのチーム名「 HUI
」には笑顔の集団という
HUI O MINO AKA
意味があります。このチーム名のような
団体を目指し、来年はフラダンスの大会
出場を視野に入れ、学内外での活動をし
ていきたいと思います。
またフラダンスは、国際的な文化でも
あるため、今後 SGI
の方や留学生の方と
◇意義
もフラダンスを通じて交流を深めていき
新草創期と呼ばれるこ
たいです。
の時代において、創立者

『私達は

