
平成 29 年度の活動紹介 

沖縄県支部 駒美会 木下サーカス観覧 

以下の通り開催しました。当日は同窓生：河田優子さん（同窓会だより 48号 スペシャルイ

ンタビュー掲載）の激励も致しました。 

今後の河田さんの活躍にも注目です。 

日時 平成 30年 2月 9日（金）午後 1時～3時 

会場 豊見城市 豊崎タウン特設会場 演目：オープニングダンス、象さんのショー 

梯子を使ったバランス芸 

    左から 2人目、河田さん 

 

広島県支部 駒美ひろしま 懇親会開催のお知らせ 

次のとおり開催します。1人でも多くの女性会員に参加していただき、親睦を深めたいと思い

ます。子育て中の会員様もお子様同伴で気軽に参加していただけたらと思います。お待ちいた

しております。 

日 時 平成 30年 3月 10日（土） 11：00～14：30 

場 所 おりづるタワー見学とリーガロイヤルホテル１階「オールディダイニングオーレ」にて

ランチビュッフェ 

会 費 無料 

集合場所 10：50 おりづるタワー１階入り口（ドーム側） 

広島市中区大手町 1-2-1 広島電鉄「原爆ドーム前駅」下車 

すぐ 

11：00 おりづるタワー会議室にてゲスト田中宏樹君の講演会・懇談会 

（箱根駅伝に第７８回より４年連続出場、第８０回、８１回４区 



で区間賞１位） 

11：40 おりづるタワー見学 

13：30 ランチビュッフェ 

14：30 解散予定 

 

 

 

 

 

 

＜開催報告＞ 昨年 1月発足した広島県支部は、一人でも多くの OGの参加をと、3月 10日、

世界中の人が訪れる原爆ドームの隣にあるおりづるタワーで第 2回目の部会を開催。2016年 7

月に思いを馳せる憩いの空間として出来た地下 2階、地上 14階の複合施設です。 

いつもは広電、路面電車の中から見上げるだけでした。 

当日風邪気味での欠席もありましたが、14人の出席。2階会議室で初めて参加の方紹介から今

年度の取り組みなど話し合いました。続いて会員講師としてお願いした田中宏樹さんの講演。

箱根駅伝を 4年連続走り、強い駒大陸上部を支えた田中さん。沢山の頑張りと、スランプや重

圧の日々。そんな中で先輩からかけられ彼を救った一言。だからこそその後の田中さんはご自

分が人に掛ける言葉を大切にされていると話されました。私達も心したいと思います。 

好天に恵まれ屋上展望台から眼下に原爆ドーム、元安川をゆく遊覧船、平和公園。西遠くに宮

島弥山が眺められました。リーガロイヤルホテルに移りみんなで楽しくランチ。 

真夏の広島で中国ブロック会を開く案まで出て、少しづつ活動に励みがついた快い会でした。 

空知支部 女性の会 開催報告 空 ＰＩＲＩＫＡ 

第 1回 開催日 平成 29年 7月 8日（土）11：30～13：30 

岩見沢市 2条東 1丁目 旬彩ダイニングＧＯＮＪＩ 

空知支部第 1回目の女性部会を 9名の出席をいただき開催しました。 

これからの女性部会の考え方、女性会員の拡充など、様々なことを全員で和気あいあいと語り



合い、料理を食べながら楽しい一時を過ごしました。 

 

第 2回 開催日 平成 29年 9月 16日（土）11：30～13：30 

岩見沢市 2条東 1丁目 旬彩ダイニングＧＯＮＪＩ 

空知支部第 2回目の女性部会も前回同様 9名が集まり、今回は女性部会の名称をみんなで考え、

地域、女性部会、さらには活動に合うものにしてみました。その名も・・・「空 ＰＩＲＩＫ

Ａ」ソラピリカに決定しました。今後の活動・会員増強にも触れ、講演会の実施や名所巡り等

も企画していければと考えています。 

 

第 3回 開催日 平成 29年 11月 11日（土）16：30～17：20 

空知郡南幌町南９線西 15 なんぽろ温泉 

第３回はなんぽろ温泉で開催し、５名の会員にお集まりいただきました。今までとは違う雰囲

気の中、設立経緯の説明や活動予定等を話し合い、お湯に浸かりさらにお食事をいただきなが

ら、楽しい一時を過ごしてまいりました。 部会長 藤沢明子 

 

 

   

 

 

鹿児島県支部 意見交流会 

いよいよ、鹿児島県支部も活動スタートです！ 

次の日程で女性部会を開催します。気軽に参加し、楽しく交流できるものにしていきたいと思

います。お声かけいただき、多くの皆様の参加をお願いします。 

日時 平成 29年 11月 18日（土）11：00～13：00 

11：00～11：10 支部長挨拶・活動紹介 

11：10～11：40 講話 「女性が見た県議会（仮第）」 

講師 中村素子県議（Ｈ20卒） 

11：40～13：00 意見交換ランチ会 



会場 鹿児島東急ＲＥＩホテル 2Ｆ「アルテミス」（旧鹿児島東急イン） 

鹿児島中央駅東口前「高見橋電停」前 ＴＥＬ099-256-0109 

＊会費は同窓会で負担します。 

 

高知県支部 女性の会 駒美「土佐の会」  

開催日 平成 29年 9月 30日（土）12：00～14：00 

ホテル日航高知旭ロイヤル 22階「エンジェルビュー」にて 

＜開催報告＞ 

秋晴れの日に、女性同窓生 6名が集まり「昔」と「今」の私たちを語り合い・・・楽しい一時

を過ごすことができました。素敵な出会いでした。 

早く来られた方からすでに大学時代の話に花が咲き、和気あいあいとした雰囲気の中で会を始

めることができました。私の方からは、3月に開催された全国女性役員大会の報告等もさせて

いただきました。当時の大学生活はもとより、大学構内・大学周辺・砧校舎・下宿していた場

所・渋谷等その変容の様子や活動した部活（落語、ギターアンサンブル、軽音フォーク、法律、

電美）の話等も話題に話題に上がり、懐かしさとともに新しい情報も得たことでした。また、

駒澤同窓会だより Vol.48に掲載されている「・・・敬愛寮と交換日記」の記事を書かれた方も

参加されており、詳しくお話を伺いました。そして、現在、各世代立場は違いますが、それぞ

れの趣味を楽しみ、穏やかに過ごされているとのことでした。 

今後の活動としては、年 1回の女性の会開催を予定しています。十分ではありませんが、参加

しやすい期日・内容で「参加して良かった」と思っていただけるよう企画していければよいと

考えています。高知県支部、同窓会本部の皆様には側面から支えていただき、第 1回高知県支

部女性の会（駒美「土佐の会」）を開催できたこと、心より感謝申し上げます。今後ともよろ

しくお願い申し上げます。 代表 中ノ内 幸子（Ｓ60歴史学科卒） 

 

 

 

 

 



群馬県支部 女性部会 駒華会 

坐禅研修で気分爽快！ 

「個々で美しく、集まってなお華やかに」をモットーにしている群馬県出身の駒澤大学・駒澤

短期大学ＯＧ会「駒華会」。当会は、2016年に発足したばかりのフレッシュな集まりです。 

活動はおよそ 2か月に 1度。3月の「美味しい中華料理を楽しむ会」、5月の「お食事会+バ

ラ園散策会」に続き、7月は駒大ＯＢである渡辺啓司センパイがご住職を務める仁叟寺さまで

○年ぶりに坐禅に挑戦しました。坐禅は修行なので、坐禅堂はエアコンなし！しかも、窓を開

けると熱風が吹きこんでくるとのことで、開口部はすべて締め切り、汗だくになりながら「修

行」をしました。 

坐禅堂には、左足から入るとか、警策で肩を打っていただくときは、首を少し左に曲げて右肩

をあけるようにするとか、受け終わったら合掌するとか、覚えていることもあるんだな～。修

行後は、気分爽快（汗をかいたせい？じゃないと思いたい♪） その後、数々の貴重な文化財

を見せていただき、充実の一日となりました。 

 

 

 

 

 

 

十勝支部女性会員の皆様へ 

先日、葉書でもお知らせしましたが、支部内に女性部会を立ち上げることとなりました。 

一緒に活動いただける方（行事開催に当たり準備に協力いただける方）を募集しています。 

女子部会としては、別途ランチ会や講習会を開催したいと思います。 

本年は、十勝支部小室事務局長の奥様にお願いし、「ハーバリウム or花キャンドル作り」の講

習会を開きたいと思います。1人でも多くの同窓生の参加をお待ちしています。 



日程が決まりましたら、改めてご案内します。ランチ会・講習会は、土曜日または日曜日に予

定しています。 

 十勝支部（会計）女子部会代表代行 西川裕紀子：岩見沢短大Ｓ56卒 

＊ご協力いただける方は、大学事務局：唐澤あてご連絡ください（03-3418-9188） 

 

＜開催報告＞ 

平成 29年 11月 19日（日）初めての女子会を開催しました。 

当日は前日の雪で道も悪い中 6名の参加がありました。 

最初に坂本支部長より十勝支部の様子をご挨拶いただき、私の方より同窓会本部の支援等の話

をさせていただきました。 

今回は小室事務局長の奥様が講師で、今はやりのハーバリウム制作に挑戦・・・大きな院セッ

トで瓶の中にブリザードの花や葉小物等を思い思いに詰め、一人 2作品を完成させました。か

なり本気モードの真剣な様子でした・・・笑 

みんな初挑戦だったのですが、素敵な作品ができあがりました。 

作品制作後は会場を移し中華でお腹を満腹にして、坂本支部長が館長をされている世界に一つ

のマジックミュージアムを特別に見学、坂本支部長のマジックに子供たちも大人も目を白

黒・・・楽しいひとときを過ごしました。 

次回何をやりたいですか？と尋ねたのですが・・・もう一度ハーバリウムに挑戦したいという

事になり、暖かくなったら再度開催する予定となりました。 

また、一人でも多くの女性会員の方が参加していただけるように企画したいと思います。 

＊蛇足ですが十勝は広いです。今回一番遠い方は、約 90キロ先の広尾町からお子さん 2人を

連れて参加してくれました。感激でした・・・ 

   

  

 

 



兵庫県支部 部会長 楞野（かどの）博子（Ｓ49 国文学科卒） 

ミュージカル「ＢＩＬＬＹ ＥＬＬＩＯＴ」鑑賞会と懇親会を開催しました。 

この作品は映画にもなっておりご覧になった方もあると思います。（邦題 「リトル・ダンサ

ー」） 

兵庫県支部内すべての女性会員にご案内をさせていただきました。 

日時 平成 29年 10月 15日（日）11：00～17：00 

集合：梅田芸術劇場正面玄関前 11：00～11：30 

ミュージカル鑑賞会 12：00～15：00  

梅田芸術劇場 ＴＥＬ06-6377-3800 大阪市北区茶屋町 19-1 

懇親会 15：30～17：00 場所未定 

会費 10,000円（当日集金） 

ミュージカルのみの参加は 9,500円です。 

 

神奈川北部支部 部会長 河合 陽子（Ｓ46商学科卒） 

昨年 11月に北部支部にも女性部会が発足しました。 

この度は、深沢キャンパス洋館・日本館見学と話題の津軽三味線「輝＆輝」の演奏を聞きなが

らのランチ会を開催しました。見学会は職員によるガイドがあり、美しい庭園や大広間の見学

もできました。 

開催日 平成 29年 10月 14日（土） 11：30 駒澤大学正門前付近集合 

12：00～13：00 深沢キャンパス見学 

13：00～15：30 ランチ会（深沢キャンパス洋館小ホールにて） 

参加費 1人 2,000円（当日徴収） 

 

 



札幌支部 

札幌支部女性部会設立会 

日時 平成 29年 9 月 10 日（日） 13：00～15：00（ランチ会） 

会場 ホテルノースシティ札幌 札幌市中央区南 9条 1丁目 

地下鉄南北線「中島公園駅」1番出口より徒歩 3分 

ＴＥＬ 011-512-9748 

会費 3,000円、小学生 1,500円、小学生以下無料 

＜開催報告＞ 当日は 22人の女性会員に出席いただきました。 

女性部会役員は、追って札幌支部総会で承認後、次の活動に向けて動いてまいります。 

今回、参加できなかった会員の皆様、次回ご案内の際は是非ご参加ください。 

神奈川中央支部 

地ビールとハワイアンの集い：主催 神奈川中央支部女性部会 

次の通り開催いたします。開催通知が届きましたら、8月 10日必着で返信をお願いします。 

日時 平成 29年 8月 26日（土）11：30～ 

場所 「厩（うまや）の食卓」2Fホール 

横浜市中区住吉町 6-68-1 横浜関内地所ビル 

会費 5,000円（当日徴収） 

募集人員 50名、 申し込み締め切り＝8月 10日（木） 

当日は 15人の女性会員と 30人の支部会員参加により、盛会に終わることができました。 

同窓生によるハワイアンボーカルや地ビールを堪能できました！ 

今回参加できなかった女性会員の皆様、次回は是非お願いします。 

 

 

 



宮崎県支部 女性会員の集い（ランチ会） 部会長 菅野 由美子（Ｓ51 短国卒） 

日時 平成 29年 8月 19日（土）12：00～ 

場所 宮崎観光ホテル 東館（本館）2Ｆレストラン「ディアマンルージュ」 

宮崎市松山 1-1-1 ＴＥＬ0985-27-1212 

会費 無料 

 

「駒美みやざき」）宮崎県支部女性部会が発足しました！ 

当日は 7名（写真/支部長含む）の同窓生にご参加いただきました。お食事前に私から大学の近

況や、宮崎県支部の活動状況などをご説明しました。女性のみの催しは初めてであり、皆さん

同窓会に初参加の方々でしたが、すぐに打ち解け、様々な話に花が咲き、あっという間の 1時

間半でした。お陰様で、宮崎県支部の女性部会となる「駒美みやざき」を発足するに至り、菅

野（かんの）由美子さん（写真左から 2人目/Ｓ51卒）が女性部会長に就任くださいました。 

今後の活動ですが、毎年「女性ランチ会」を 8月に開催していくことが決定しました。宮崎県

には 85名の女性会員がいらっしゃいますので、少しずつも規模も大きくなりますよう、一生

懸命に取り組んでまいります。また、大学本部からも女性部会開催に当たり、ご支援がありま

すので、大変に助かっています。この場をお借りして御礼申し上げます。 

ご参加の皆様、本当にありがとうございました。女性会員の皆様、是非ランチ会を始め、同窓

会の催しに今後もふるってご参加いただき、楽しいひと時をお過ごしください。こころからお

待ちしています。 宮崎県支部長 右松隆央（みぎまつ たかひろ） 

 

 



福岡県支部 女性の会 設立総会開催 

福岡県支部におきましても、女性の会を立ち上げ、同窓会の活性化を推進してまいります。 

つきましては、以下の通り設立総会を開催しますので、是非ともご出席いただきますようお願

い申し上げます。なお、女性だけの活動を進めるためにも、数名の方に役員（お世話役）をお

願いしたいと考えております。ご協力ください。 

 日時 平成 29年 7月 2日（日） 

11：0030 受付 

12：00～ 開会 14：30閉会予定 

 会場 ホテル日航福岡 レストラン「鴻臚」（2Ｆ） 

 会費 1,000円 

 問い合わせ先 事務局長 永岡まで 

千葉県支部 駒菜美(こまなび）ちば 発足会 

開催日 平成 29年 6月 25日（日）18：00～ 

会場 京成ホテルミラマーレ「景山」  

参加：21人、支部役員 2人 

＜ご報告＞ 

松本千葉県支部長挨拶、丹羽事務局長挨拶 

御園生部会長と後藤副部会長より、女性支部運営と全国女性部会の状況説明及びアンケート説

明 

参加者から自己紹介及び会の愛称募集（駒菜美ちばに決定：千葉県のの菜の花とナビゲーショ

ンから）大学ロゴグッズのお

土産配布、参加者全員に何か

しら当たる抽選会も開催 

「また、参加します！」の一

言がとてもうれしかったです。 

 

 

 



石川県支部 「初めての女子会」 

石川県支部女性会員の皆様、活動スタートです！ 

日常を少し離れて、美味しい料理とおしゃべりを楽しみませんか？今回は初めての試みなので、

支部同窓会の応援付きでぐっとお得です。ご参加をお待ちしています。 

 日時 平成 29年 6月 24日（土）11：30～14：30 

 場所 かなざわ玉泉邸 金沢市小将町 8-3 ＴＥＬ076-256-1542 

（兼六園下バス停より徒歩 3分） 

 会費 1,000円 詳細は案内状をご覧ください。 

 

<ご報告＞ 

出席＝女性 9人、役員 4人 

笠森支部長から開催の趣旨と大学及び同窓会の近況報告。さらに我が支部の活動などを説明し、

今後、会の継続と盛り上がりには、どうしても女子会の協力が必要となり、出来れば 2～3人

が役員に参加して頂きたいと要請しましたが、特に異論はありませんでした。 

＊開催周期については毎年と 2年毎に希望が別れました。 

＊時間帯はお昼で一致。 

＊内容は食事と懇談と、事務局長にお任せに分かれました。 

＊女性部名称は希望がばらばらでした。なかでも「金沢女子会」が複数でしたが決定には至り

ませんでした。 

出席者の感想・・・参加しやすく良かった。美味しいお料理と楽しいお話で満足され、すごく

盛り上がりました。次回開催に大変期待され、プレッシャーを感じます。初代女性部会長決定

には至らなかったのですが、近

いうちには決める予定です。第

26回石川県支部総会（10.14

予定）に参加をお願いしました。

（事務局長） 

 

 

胆振・日高支部 女性部会



行事のお知らせ 

日時 平成 29年 6月 27日（火） 9：00～17：00（雨天決行） 

場所 旧月寒グリーンドーム 駐車場特設会場 

「奇跡のホワイトライオン世界猛獣ショー ☆ 木下大サーカス」 

札幌講演 

昼食会場：羊が丘展望台ビール園（ジンギスカン食べ放題） 

京都府支部女性部会のお知らせ（第 2回） kyoto 紫水会 

開催日 平成 29年 5月 1日（月） 10：00～ 

場所 京都詩仙堂丈山寺 

内容 特別拝観並びに説明、希望によりお茶一服のお呈茶もあります。 

会費 1,000円 

皆様の参加を心よりお待ち申し上げております。 部会長 末永 

 

＜ご報告＞ 

5月 1日、第 2回京都府支部女性部会を開催しました。会場となった詩仙堂丈山寺では、ご住

職様の講和を聞き、鹿威しの音や鳥の声がこだまする中、新緑の美しい庭を散策しました。ま

た、昼食会場の平八茶屋では高野川のせせらぎの音を聞きながら、名物「麦飯とろろ膳」を賞

味しました。まさに五感を愉しみ、和やかなうちに散会となりました。 

開催通知で京都府支部女性部会の名称を募集したところ、京都にふさわしいいくつかのご提案

をいただきました。当日の出席者全員で相談の上、「kyoto 紫水会」と決定しました。提案者

の川村節子さんは、「駒澤大学のスクールカラーの"紫"の文字が入り、京の山を思い浮かべそ

うな言葉、"山紫水明"からヒントを得た」とのことです。支部の山路純正会長にも「京都の女

性部会らしい素敵な会名ですね。一歩一歩着実に進んでください」と慶んでいただきました。 

立ち上がったばかりのｋｙｏｔｏ 紫水会ですが、年齢や学部を超えてお話の弾む親睦の会に

したいと思っております。これからも様々な計画を同窓会ＨＰ「女性会員の活動」欄に掲載し

ますので、ご確認ください。皆様のご参加をお待ちしています。 

京都支部副会長 ｋｙｏｔｏ 紫水会会長 同窓会派遣講師 末永和子 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

岡山県支部女性部会のお知らせ 駒美 OKAYAMA  

部会長 岩田美奈子（Ｓ61 短英卒） 

今年 6月に活動を開始した岡山県支部女性部会「駒美 OKAYAMA」です。 

 

＜10月 8日（日）ホテルグランヴィア岡山「吉備膳」にて第 1回役員会＞ 

来年度からの本格的指導に向けて、今後の活動について話し合いをしました。 

まずは、県内の女性会員の把握をし、皆が参加しやすい食事会や茶話会などの行事を企画する

ことに決まりました。 

「参加者が増えてきたら体験型の講座もいいかも」 

「永平寺へバスツアーも行ってみたい」 

「将来的には、中国地区や全国の他の県の方々とも交流できるような行事を」など夢がどんど

ん膨らむような意見もたくさん出ました。 

1人でも多く、岡山県内の会員の方に参加していただけるよう役員一同頑張っていこうと思っ

ています。（部会長 岩田美奈子）  

 

  



＜設立準備会＞ 

食事会を交えながらの女性部会設立準備会を開催。（大学事務局職員も出席し、他支部の活動

状況の説明や、質疑応答） 

開催日 平成 29年 5月 28日（日）12：00～15：00 

会場 ピュアリティまきび ℡086-232-0511 岡山駅徒歩 7分 

内容 岡山県支部 29年度設立準備会 12：00～15：00 

1 開会挨拶 

2 支部長挨拶 

3 来賓挨拶  

4 第 1回女性役員大会報告  

5 役員選出 

6 活動計画  

7 総会に向けての準備・質疑応答  

  

以下、平成 29 年 3 月 31 日までの掲載記事です。↓ 

以下は、平成 28年度活動の様子です・・・・・ 

愛媛県支部 女性部会長 田中美和子（Ｓ48国文学科卒業） 

全国的に大寒波の中、29.1.15（日）松山三越ＶＩＰルームにおいて「駒澤大学同窓会愛媛県

支部女性部会第 1回総会」を開催いたしました。 

第 1回目の集いで、女性 7名の参加でしたが、20歳代から 70歳代まで幅広いご参加をいただ

きました。また、愛媛県支部からの支部長はじめ、役員の方々5 名が応援に駆けつけてくださ

り、和やかで有意義な総会となりました。 

支部長・会長の挨拶の後、自己紹介や学生時代の思い出を語り合い、時間を忘れるほどでした。 

今後、いろいろな企画をして親

睦を図ることをお約束して、会

の最後に大声で校歌を斉唱して

お開きといたしました。 

 

https://www.komazawa-u.ac.jp/alumni/files/20170201140355-0001.jpg


沖縄県支部 駒美会（こまびかい） 

沖縄県支部副会長、駒美会会長 國場厚子（Ｓ45国文学科卒） 

偶数月第 1土曜日、11：30～ランチ会開催で交

流しています。県外会員も沖縄にいかれた場合は、

ゲストとして歓迎してくれます。 

同窓会だより 47号 1面にも活動を紹介していま

す。  

  

 

 

新潟県支部 女性部会長 清水恵子（Ｓ56.3 国文学科卒）  

28.6.5（日）越後丘陵公園（長岡市）で「女性のつどい」を開催。女性会員 13人、その家族

5人、支部役員 13人、計 31人が参加。 

同窓会だより 47号 1面に紹介しました。 

   

 

 

 

 

 

神奈川西部支部 支部女子会  

女性部会長 山中雅子（Ｓ42.3国文学科卒） 

第 1 回 28.6.12（日）11：30～ 町田市 ホテルヴィラ町田「シェ・プルミエ」 

食事会と今後の活動について話し合いがありました。また、神奈川ブロック内の他支部女性部

会会員・役員の出席もありました。 

第 2 回 28.9.25（日）相模大野にて懇親会開催 

次回開催時期、企画内容などの話し合いが行われました。  



第 3 回 28.12.11（日）10：00～11：30 「お正月に向けての山野草づくり」 

町田中央公民館（１０９ビル 7F和室 2） 

講師：山中鳳月先生（女性部会長） 

  

作成に当たり、基本的な指導と山野草作りの楽しみ方などを指導していただきました。 

約 2時間という限られた時間でしたが、懇談しながら、充実した一時が過ごせました。 

 

 

 

 

富山県支部 女性会員交流会 

女性部会長 関 徳美（H6.3英米文学科卒） 

28.7.9（土）16：00～ ホテルグランテラス富山 懇談会開催 

28.11.20（日）開催富山県支部総会において女性部会長 関 徳美さんが承認されました。  

写真：派遣講師 輝＆輝と富山県支部女性会員 後列左から 2番目＝関 部会長  

 

 

 

 

 



神奈川湘南支部 女性の会発足・懇親会  

女性部会長 佐藤美智子（Ｓ55.3 法律卒） 

28.8.6（土）13：00～ 横浜中華街 揚洲飯店 

出席者 10人により、部会長・副部会長の選出をし、他会員も副代表として協力し合い運営し

ていくことが決定しました。 

湘南支部を以下の地域に分け、各地域ごとに行事の企画・策案を発信、女性会員の増強を計る

ことになりました。 

①横須賀・三浦・葉山・逗子・鎌倉 

②藤沢・茅ヶ崎・平塚・寒川・大磯・二宮 

③横浜市金沢区・磯子区・栄区 

 

長崎県支部 女性会員の集い 

28.9.24（土）11：30～14：00 

ホテルニュー長崎 

【開催報告】 事務局長 山田幸司 

 長崎県支部は、9月 24日（土）ホテルニュー長崎（長崎市・ＪＲ長崎駅隣）にて初の「女性

会員の集い」をお二人の女性会員と、男性役員 4名、計 6名で終始なごやかな雰囲気の中開催

しました。 

 会長による開会あいさつ・開催趣旨説明でスタートし、相談役に長崎県支部の歴史を簡単に

説明いただいた後、自己紹介。副会長による乾杯の後は、食事をしながらの歓談に移りました。 

 お一人は、お母様の介護で多忙な中、長崎県第二の都市「佐世保」から駆けつけて下さりま

した。もうお一方は、長崎市内在住で今期より役員を引き受けて下さった方（10月 22日の総

会で正式承認）で、子育て（部活動）でたいへんお忙しい中にもご参加頂きました。 

 大きなテーマは、やはり、今後いかに女性部会を盛り上げていくか！で、 

・とにかく参加者を増やすために、まずは地区別に開催しよう！ 

・案内状を工夫して、少しでも参加したくなる様な内容にしよう！ 

等々、できることからコツコツと取り組んでいくということが確認されました。 

 ガラッと言っても良い位、軟らかく紙面がリニューアルされた「同窓会だより」をもとに全

国支部長会での報告を会長が熱く話されたこともあり、参加者全員、今後の支部女性部会設立



に向け認識を一つに致しました。 

 長崎市内と近郊だけでしたが、未返信の方全員に

お誘いの電話をしましたが、そのほとんどが関東在

住でした。改姓・転居等々も大きな壁かも知れませ

ん。 

 今回、女性会員はお二人でしたが、今後に向けて

の大きな一歩を踏み出すことができました。 

 開催にあたり、同窓会本部に多大なるご支援をい

ただきましたことに深く感謝申し上げます。 

 

空知支部 女性会員意見交換会  

女性部会長 藤沢明子（51.3岩見沢短大国文卒） 

28.10.8（土） 11：30～ 第 1回女性部会 ランチ：ＤＥ：意見交換会 

女性部会の今後の活動、総会当日開催の「女性部会ランチ：ＤＥ：交換会」の対応について話

し合いが行われました。 

・女性部会会員の参加者の推進について 

・全国女性部会役員会への参加について 

・年 3回（5月・7月・10月）女性部会懇親会開催予定 

・支部定例総会・会員懇談会への参加について 

28.11.12（土）12：00～ 岩見沢サンプラザホテル 第 2 回ランチ：ＤＥ：意見交歓会 

支部総会当日に開催 

本部事務局からの説明に続き、今後の活動時期等が話し合われました。 

支部総会は、上記開催後、16：00～同ホテル内で開催（カテゴリ：支部活動案内・報告もご覧

ください） 

17：00～ 同窓会派遣講師 三遊亭王楽師匠による落語 

18：00～ 懇親会 

（左） 

後列中央：藤沢部会長 

（右） 

吉田副会長、事務局：唐

澤出席 



東京ブロック 女性の会 KOMABI TOKYO  

女性部会長 黒田麻衣子（23.3政治学科卒） 

28.12.3（土）13：30～15：30 駒澤大学深沢キャンパス洋館小ホール 

世田谷区深沢 6-8-18（13：00受付開始） 

参加費 500円、定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

初の女性の会を開催しました！ 

イベント内容：KOMABIティーサロン 

ケーキ＆コーヒーを楽しみながら、講演を聞けちゃうサロンです。 

GMS学部教授 各務洋子先生予定 

「働く女性・女性のグローバル化」（仮題） 

駒大生の活動発表（詳細は当日発表！） 

参加者交流会（名刺交換可能です） 

午前中は是非、懐かしい大学に足を運んでみてください。 

学食には、あの！！「銀座スエヒロ」があります。 

＜開催報告＞ 

日時：12月 3日（土）13：30～15：30 場所：深沢キャンパス洋館小ホール 

イベント内容：KOMABI TOKYOティーサロン 

講演：GMS学部教授 各務洋子先生「働く女性・女性のグローバル化」 

現役学生：企画研究会副会長 石倉愛佳さん 

 「駒大ミス・ミスターコンテストがもたらすもの」 

東京都支部は大学もあり、女性会員だけでも 7666名を抱える一番大きな支部です。 

女性の会会長の司会のもと、若月道隆（1970.歴史）東京都支部会長からごあいさつを頂き、 

盛り上がったところで、境花保里（2011.GMS）副会長が開会の言葉を述べてスタートしまし

た。 

当日は"ＫＯＭＡＢＩ ＴＯＫＹＯ"決起会として、これから会を盛り上げる！という強い意気

込みをお持ちの 41名(同窓生:34名、KOMABI TOKYO事務局女性:3名、東京都支部事務局:3

名、会長 1名)の皆様と、ＧＭＳ学部長の各務洋子先生の講演と企画研究会の石倉愛佳（現代応

用学科 3年）さんのプレゼンを聞きながら、ケーキやコーヒーを楽しみました。 

最後は女性の会を盛り上げていただきたい旨と今後の展望を黒田麻衣子（2011.政治）女性の

会会長が述べ、遠藤あかね（2013.GMS）副会長の閉会の言葉のあと、記念写真撮影をして終

了となりました。 



当初の企画では、これから会を支えて下さるスターティングメンバー30名に来ていただくこと

を目標にハガキを出させて頂きました。前日までに 47名という目標以上の参加のご返信、400

名近くの欠席のご返信を頂きました。返信には、参加してみたかった、盛会を祈ります、等の

お言葉も書き添えられていました。 

実際参加して下さった方は、1960年代卒～2016年卒まで、本当に幅広い年代の勢いあるメン

バーが集まりました。 

 

今までお知らせを送るコストに悩まされていた支部も少なくないと思います。 

東京都支部では、今回ご参加いただいたスターティングメンバーとご返信を下さった皆様とも

ども、"駒大卒の同窓生のお友達を連れてきてもらう"形で今後、会を盛り上げていきたいと思

います。 

併せて、若手の参加を促すためにＦＢページを立ち上げ、こちらでも広報を行っています！ 

ＵＲＬ：https://www.facebook.com/groups/1675488442742862/?fref=ts 

住所の変更という弊害にとらわれない参加の方法を今後も模索していければと思っています。 

次回は、今回反響が大きかった"深沢キャンパス"にて 3月末～4月上旬に桜を見ながら、 

皆様とより交流を深める『お花見イベント』を開催したいと思っています。 

開催にあたり、お忙しい中ごあいさつのために、深沢キャンパスに訪れて下さった若月会長を

はじめ、同窓会本部の皆様、事務局の皆様には、いつも多大なるご支援を頂き、深く深く感謝

しております。 

これからも「東京から！若手から！同窓会を盛り上げていける」ように尽力していきたいと思

います！ 

 

駒澤大学同窓会東京都支部 女性の会"ＫＯＭＡＢＩ ＴＯＫＹＯ" 

会長 黒田 麻衣子 

   

 

 

 



神奈川北部支部 女性部会長（平成 28年 11月以降決定） 

28.11.26（土）女性部会設立ランチ会 12：30～ 青柚子二子玉川店 

詳細は支部内女性会員へ発送しました開催通知をご覧ください。 

小さな活動からスタートしたいと思います。当日の様子は同窓会ホームページに掲載しますの

で、是非ご覧ください。 

 

 

京都府支部 女性部会長 末永和子（52.3 社会学科卒） 

同窓会派遣講師 

28.12.11（日）女性部会開催 12：00～  

ロビンソン烏丸 京都市下京区仏光寺通烏丸西入ル釘隠町 238-240 

京都府支部もいよいよスタートします！ 

＜開催報告＞ 

12月 11日（日）、第 1回京都府支部女性会を開催しました。 

京都市内フレンチ・イタリアンレストランの個室を貸し切り、「スペシャルランチ」と銘打っ

た初会合には、会員 48名の内、9名の出席がありました。半数以上が、駒澤大学同窓会には初

出席ということで、緊張した雰囲気の中、スタートしました。美味しい料理をいただきながら、

簡単な自己紹介をしていただくと、「あらっ！」「えーそうなんでか？」などと、皆様からの

予想外の反応がありました。その後は、学生時代の思い出、仕事の話、趣味の話と広がり、徐々

に雰囲気が和やかになっていきました。今後どのような会を希望するかとの問い合わせに対し

ては、幾つかのご意見もいただきました。参考にさせていただきます。 

仕事をお持ちの方が多く、忙しい中、ご参集いただき感謝しております。次回の女性会は、2017

年 4月の予定です。一人でも多くの皆様にご参加いただけるよう、目下アイデアを練っている

ところです。老舗めぐり、名所めぐり、美味めぐり、芸術鑑賞等々お楽しみに！！ （末永和

子：後列中央） 

 

 



群馬県支部 女性部会長 横尾通世（58.3 短大英文科卒） 

11月 20日（日）高崎ビューホテルにて群馬県支部女子部会第 1回を開催いたしました。 

出席者 10名（16名中）・事務局・会長 参加者は計 12名 

事務局より会の発足までの流れの説明・同窓会全体の説明等をいただき、会長の挨拶・参加者

の自己紹介と行われました。 

部会長（代表）の選出を行い、役員については残り 9名で担うことになりました。 

続いて懇親会に入り、和気あいあいで大学当時の話等で盛り上り、楽しい一時を過ごせました。 

来年度は 3月末に本日参加できなかった同窓生にも呼びかけ、食事会を開催する予定していま

す。 横尾通世（写真：後列左から 3番目） 

   

 

 

 

広島県支部 女性部会長 平木有子（46.3 英米文学科卒） 

駒美ひろしま（仮称）の発足会を開催します。 

気軽にお集まりいただき、木下富雄氏を囲んでランチをしながら懇親を深めて参ります。一人

でも多くの皆様の参加をお待ちしています。 

 日 時 平成 29年 1月 28日（土） 12：00～14：00 

 場 所 ホテルセンチュリー21広島 広島市南区的場町 1-1-25 TEL082-263-3111 

 参加費 無料 

 ゲスト 木下富雄氏：駒澤大学野球部 OB会中国支部会長、元広島東洋カープ二軍監督 

野球鳥きのした十日市店 オーナー 

「第 1回駒美ひろしま」を終えて 

1月 28日（土）ホテルセンチュリー広島 21に於いて「第 1回駒美ひろしま」のスタートを切



りました。 

12時～14時 ランチをしながら元広島東洋カープ 2軍監督の木下富雄氏を囲んでのカープ談

義に県支部の活動や行事のこと、女性会員の出席しやすい会づくり等々。 

出席者の方からは、 

「次回も必ず参加します。とても楽しかったです。」 

「昔と今の大学の違いにびっくりしました。」 

「なつかしいなぁ！」と当時を振り返りました。手探り状態で始まった会でしたが、美味しい

ランチと和やかな雰囲気の中で無事終了しました。 

県内女性卒業生132人にご案内、お誘いを致しましたが少人数での出発となってしまいました。

曜日・時間等の工夫をしたつもりですが参加しにくい。これこそが各県支部総会においてもＯ

Ｇの出席が少ない共通の問題点だと思います。 

出席してくださった方、そのお一人から、楽しい輪の核が植えついたと信じて、次回開催を計

画していきたいと思います。 平木有子 

静岡県支部 女性部会長 三浦和子（48.3 国文学科卒） 

静岡県支部には 1296名の女性会員が在籍します。仕事や育児・介護等日々ご多忙にお過ごし

のこととは存じますが、同じ学び舎を巣立った女性会員同士が集い、先輩後輩の垣根を越えて

交流し、親睦を深めることを願いまして、下記の日程で第二回女性会員の集いを開催します。

お子様を連れてのご参加も可能です。美味しい食事を頂きながら、賑やかに楽しい一時を過ご

すことができたらと願っております。どうぞお気軽にお出かけください。 

日時 平成 29年 2月 26日（日）12：00～（11：30～受付） 14：30閉会予定 

会場 ホテルアソシア静岡 静岡市葵区黒金町 56 TEL054-254-4141 

（JR静岡駅北口より徒歩 1分） 

会費 3,000円 西洋料理コースとフリードリンクです。 

 

お子様同伴で参加の方は、お食事と椅子の有無等を返信葉書にご記入ください。 

お近くに駒澤出身でこの会に参加ご希望の方がおいでになりましたら、お知らせください。  

＜女性幹事＞ 

東部・・・瀬川美智子（旧姓 高柳、伊豆市）、久保千賀子（旧姓 古橋、伊豆市） 

磯田真佐美（旧姓 丹羽、富士市） 

中部・・・三浦和子（旧姓 渡辺、藤枝市）、村岡清美（旧姓 原田、静岡市） 

糠谷美和（静岡市）、秋山くみ子（旧姓 加藤、焼津市） 



西部・・・高部千奈美（旧姓 澤田、浜松市西区）、関 栄子（浜松市中区） 

野沢真紀（旧姓 中野、浜松市中区）、 

事務局兼西部幹事：杉本よしえ（旧姓 丸山） 

 

全国女性部会役員大会について 

毎年 1回、東京と地方で交互に開催します。開催日程は開催地により、変更となります。 

出席は各支部の女性部会長です。 

当日は各支部で開催された活動紹介、課題などを話し合い、意見交換をいたします。 

平成 28 年度 第 1 回大会【東京】 開催報告 

開催日 平成 29 年 3月 4 日（土）  

 10：00～ 会議 駒澤大学会館 246 7階会議室、33支部から 41人出席 

1 萩野会長挨拶 

2 本日の出席者、資料確認、進行説明、同窓会組織について 

和田事務局長より資料に基づき説明がありました。 

3 女性部会活動支援金申請について、ご注意 

担当職員 岡田より規程を基に説明がありました。 

4 活動状況報告、資料Ｑ＆Ａ、お願い、ご注意 

設立から本日まで全国の女性役員から出された質問内容と回答説明がありまし 

た。また、各支部から事前に回収した「活動報告」について本部事務局として 

の話がありました。 

5 質疑応答 

6 東京都支部活動報告 

黒田部会長を中心に昨年 12月 3日（土）開催された「ＫＯＭＡＢＩ ＴＯＫＹ 

Ｏ」が報告されました。ＧＭＳ学部各務洋子教授の講演や現役学生のプレゼン 

（「駒大ミス・・ミスターコンテストがもたらすもの」）内容がパワーポイン 

トで紹介されました。 

7 次回開催地について 

第 2回開催地は静岡県に決定しました。詳細は追ってＨＰ等で連絡いたします 

す。本部主催で開催しますが、今後は開催地支部女性役員と連絡を取りながら 



企画内容を検討していきます。 

8 閉会の言葉：若月道隆 常任副会長（東京都支部長） 

 

   

会長挨拶       会議（会館 246 7Ｆ）       東京都支部女性役員による発表 

 

若月副会長 閉会の言葉      懇親会 廣瀬良弘学長      懇親会の様子 

 



 

出席者からのアンケートをお願いしています。 

今回出席いただいた役員の皆様、各支部に会議内容等を持ち帰りいただき、今後の活動に役立

ててください。 

ありがとうございました。 


