
宮崎県支部 

 

支 部 長： 右松 たかひろ みぎまつ たかひろ（Ｈ05経・経済） 

事務局長： 入江 祐輔 いりえ ゆうすけ（Ｈ18経・商） 

支部内同窓生数 ４８６人 
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以下のとおり開催されました 

 

令和元年度 宮崎県支部総会のお知らせ 

日時 令和元年 10月 12日（土） 

    総 会 16：00～16：50  

    講演会 17：10～18：05  派遣講師：山崎まゆみ（温泉エッセイスト） 

    懇親会 18：20～20：00 

会場 宮崎観光ホテル 宮崎市松山 1-1-1 ＴＥＬ0985-27-1212 

 

『令和元年度総会・同窓生の交歓会』のご報告 

令和元年 10月 12日に『駒澤大学宮崎県支部 令和元年度 総会および同窓生の交歓会』を

開催し、今年もとても盛会に終えることができました。同窓会本部からは常任副委員長の渡邊

義弘様にお越しいただき、また九州各県の支部長などご来賓の方々を含め、32 名の同窓生に

ご参加いただきました。 

 第 1部の「総会」では、本県同窓会全体の活動状況や、収支決算ならびに予算等をご承認い

ただくとともに、女性部会である「駒美このはな会」の活動を菅野女性部会長から報告してい

ただきました。さらに、同窓会本部の会長候補推薦選任の件も議題にあげ、協議の結果、支部

長一任となった次第です。 

 第 2部の「講演会」は、残念ながら、講師で予定しておりました温泉エッセイストの山崎ま

ゆみさんが、台風が関東に直撃したため、来県できませんでしたので、割愛し交歓会に移行し

ました。 

 第 3部の「同窓生の交歓会」では、今年も初参加の方が 7名いましたので、それぞれが親睦

を深められ、とても楽しいひとときとなりました。会の最後では、恒例の、当会員の指揮のも

と、校歌、そして第一応援歌と第二応援歌まで、全員で合唱し、とても充実した交歓会となり

ました。 

 来年の同窓会にも、多くの同窓生の方々にご参加いただけるよう、今後とも役員一同、力を

尽くしてまいります。 

 

駒澤大学同総会 宮崎県支部 

支部長 右松たかひろ 

 



 

 

 

平成 30年度宮崎県支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 10月 13日（土） 

    総 会 16：00～17：00  

    講演会 17：10～18：10 派遣講師 桂 竹丸師匠による落語 

    懇親会 18：20～20：00 

会場 宮崎観光ホテル 宮崎市松山 1-1-1 ＴＥＬ0985-27-1212 

 

『平成 30 年度総会・同窓生の交歓会』のご報告 

 平成 30 年 10 月 13 日に「駒澤大学 宮崎県支部 平成 30 年度総会および同窓生の交

歓会」を開催し、今年もとても盛会に終えることができました。同窓会本部からは、常任

副会長の吉田莞爾様と本部監査人で財務部長の岩井貴生様にお越しいただき、講師には桂 

竹丸師匠、さらには九州各県の支部長など、ご来賓の方々を含め、３７名の同窓生にご参

加いただきました。 

 第 1 部の「総会」では、菅野女性部会長から「駒美このはな会」の活動を報告していた

だくと共に、本県同窓会全体の活動状況や、収支決算ならびに予算等もご承認いただきま

した。また、昨年から導入しました年会費も、ご協力者のお名前を総会資料に掲載させて

いただき、謝意を表しました。 

 第 2 部の「講演会」では、落語家の桂 竹丸師匠の独演会が非常に好評で、同窓生の皆

さまと大いに楽しませていただきました。 

 第 3 部の「同窓生の交歓会」では、今年も参加者それぞれが親睦を深めていただく、と

ても楽しいひとときとなりました。会の最後では、当会員の指揮のもと、校歌、そして第

一応援歌と第二応援歌まで、全員で合唱し、とても充実した交歓会となりました。 



 来年の同窓会にも、多くの同窓生の方々にご参加いただけるよう、今後とも役員一同、

力を尽くしてまいります。 

 

駒澤大学同窓会 宮崎県支部 

支部長 右松隆央（みぎまつ たかひろ） 

 

 

 

平成 29年度宮崎県支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 10月 21日（土） 

    16：00～16：50 総会 

    17：10～18：10 落語会：桂 文雀 師匠 

    18：20～20：00 懇親会 

会場 宮崎観光ホテル 宮崎市松山 1-1-1 ＴＥＬ0985-27-1212 

 

『平成 29 年度総会・同窓生の交歓会』のご報告 

 平成 29 年 10 月 21 日に『駒澤大学 宮崎県支部 平成 29 年度総会および同窓生の交

歓会』を開催し、今年も盛会裏に終えることができました。同窓会本部からは、常任副会

長の大場やすのぶ様にお越しいただき、講師は桂文雀氏、さらに九州各県の支部長など、

ご来賓の方々を含め、36 名の同窓生にご参加いただきました。 

第 1 部の「総会」では、活動報告や収支決算に加え、役員人事等もご承認頂き、また、

今年から導入しました年会費も、ご協力者の方々を総会資料に掲載させて頂き、ご報告い

たしました。さらに、今年 8 月に創設されました女性部会『駒美このはな会』においては、

今後、毎年、ランチ会を開催していくことが決まりました。 

 第 2 部の「講演会」では、今回、宮崎県支部で初めて、落語家を講師としまして、桂文



雀さんをお招きしたところ、独演会も好評で、大いに楽しませていただきました。 

 第 3 部の「同窓生の交歓会」では、今年も同窓生の皆様が親睦を深めていただく、とて

も楽しいひとときとなりました。会の最後は、当会員の指揮者のもと、校歌、そして第一

応援歌と第二応援歌まで、参加者全員で合唱し、充実した交歓会となりました。 

 来年の同窓会にも、多くの同窓生の方々にご参加いただけるよう、今後とも役員一同、

力を尽くしてまいります。 

 

駒澤大学同窓会 宮崎県支部 

支部長 右松隆央（みぎまつ たかひろ） 

 

 

 

平成 28年度宮崎県支部総会 

日時 平成 28年 10月 8日（土  15：30～ 受付開始 

                16：00～ 総会 

                同窓会派遣講師 石毛宏典氏による講演会  

                18：15～ 懇親会  

会場 宮崎観光ホテル 宮崎市松山 1-1-1 TEL0985-27-1212 

＜開催報告＞ 

平成２８年１０月 ８日に「駒澤大学 宮崎県支部 平成２８年度 総会および同窓生の交歓会」

を開催し、今年も盛会裏に終えることができました。同窓会本部からは、常任副会長の若月道

隆様と監査人の小林雅夫様にお越しいただき、講師は石毛宏典氏、さらに九州各県の支部長な

どご来賓の方々を含め、３６名の同窓生にご参加 いただきました。総会では、活動報告や収

支決算に加え、活動資金の確保のため、同窓会員の方々から新たに年会費をいただくことにご

承認を賜りました。加えて、女性部の設立に向け、参加しやすい形式として「ランチ会」の開

催の準備を進めて参りたいと思います。石毛さんの講演も大変好評で、指導者論から、後進の



育成という、これからの夢や構想を聞かせていただき、参加された同窓生の皆様からも応援を

していきたいという声が上がりました。講演後の交歓会では、今年も同窓生の皆様がそれぞれ

に親睦を深めていただく、とても楽しい機会となりました。来年の同窓会でも多くの同窓生に

ご参加いただけるように、今後とも役員一同、力を尽くしてまいります。  

支部長 右松隆央 (みぎまつ たかひろ) 

 
 

平成 27年度総会開催について 

日時 平成 27年 10月 17日（土） 

    受付開始 15：30～ 

    総会   16：00～ 

    懇親会  18：00～ 

会場 宮嵜観光ホテル 宮崎市松山 1-1-1 ＴＥＬ 0985-27-1212 

連絡先：右松支部長へお願いします。 

 

 

平成 26年度総会開催について 

日時 平成 27年 1月 24日（土） 

    受付開始 15：30～ 

    総会   16：00～ 

    講演   16：40～（香田誉士史 氏） 

    懇親会  18：00～ 

会場 宮崎観光ホテル 宮崎市松山 1-1-1  ＴＥＬ0985-27-1212 

連絡先 野田支部長へお願いします 

 

＜開催報告＞ 

総会の状況 



 今回の第 3 回宮崎県支部総会は、本部より渡邊義弘同窓会常任副会長、唐澤晶

子教育振興部係長、阿津坂正晴九州ブロック会会長はじめ各県の支部長をお迎え

して午後 4 時より出席者 41 名で開催致しました。 

 香田誉士史氏をお招きし講演を行っていただきました。「駒大苫小牧高校：北国

からの挑戦：」という演題で御自身の経験やご指導に基づき、楽しい中にも「な

せば成る」等持論を展開され聴衆も引き込まれ、頷きながら真剣に拝聴させて頂

きました。出席者全員の記念写真を撮り、午後 6 時より香田氏を交えて懇親会を

行いました。大学の思い出話や、学生生活の楽しかった事など年代を超えて和気

藹藹と話は尽きることなく、互いに写真を撮り合うなど大いに親睦をはかり最後

に校歌を歌って解散となりました。 

 

報告者の所感 

 今回宮崎県では 18 年振りの同窓会でした。準備の段階から幾人もの人に協力頂

き同窓の心いきを感じました。行きとどかない所もありましたでしょうが香田

氏・渡邊氏・唐澤様の参加も頂き終えることができ有難く感謝しております。 

 出席者も大変喜んで、大盛況でした。 

 

 

 

＜九州ブロック会 開催報告＞ 

第 8 回九州ブロック会議は平成 23年 9月 3日熊本県支部総会に先立って午後 4 時よりア

ークホテル熊本で開催されました。出席の支部は担当支部の熊本はじめ長崎・佐賀・福岡・

鹿児島・沖縄の支部長・副支部長・幹事長・事務局長の皆様また同窓会本部より教育振興

部部長で同窓会本部事務局長の岩根嶺雄様をお迎えし、今回初めて遠路はるばる沖縄県支

部より国場厚子副支部長様のご出席をいただき、他の出席者は「九州はひとつ」の感慨を

いっそう深くいたしました。 



 担当支部支部長米丸善行様、九州ブロック会長阿津坂正晴様のご挨拶に続き岩根事務局

長様の母校の現状また同窓会全体の現状のご報告をいただき、ひきつづき各支部の活動報

告が行われ、その後議事にはいりました。まず第一号議案として同窓会本部規程検討委員

会委員選出を行い内容の審議とともに委員に熊本県支部長の米丸善行様に全員一致をも

ってお願いをいたしました。続いて東日本大震災の母校関係者の義援について審議し各支

部において会員に大学の施策が浸透するように説明することとなった。今回は特に活発な

発言に終始し終了予定の時間が迫ったため後の議題は継続審議とし、現在までの収支決算

と会計監査を行い議事を終了した。最後に以前より懸案の九州ブロック大会の早期開催を

図るよう事務局に指示があり今回の会議を閉会しました。（事務局 林） 

 


