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以下のとおり開催されました
令和元年度

宮城県支部総会のお知らせ

日時 令和元年 11 月 16 日（土）
総 会 15：30～17：00
懇親会 17：30～20：00

仙台在住、津軽三味線親子ユニット『華凛』
による演奏あり

会場 スマイルホテル仙台

仙台市青葉区一番町 4-3-22 ☎022-261-7711

【開催報告】
１１月１６日（土）午後３時半より、仙台市青葉区一番町のスマイルホテル・シェルブ
ールを会場に、駒澤大学宮城県同窓会令和元年度総会を開催致しました。
第１部の令和元年度総会は、同窓会本部より、吉田

莞爾常任副会長に御同席賜り、ご

挨拶・本部近況報告を頂きました。折りしも、今年の東北ブロック会議開催の日に、東京
オリンピック男子マラソン代表に、駒大陸上部ОB の中村 匠吾選手が内定した話から、１
３０周年記念事業の種月館の内容や各施設についての説明、宮城県卒業生の全体数や在校
生の実数の報告など、詳しくお話し頂きました。
議長

佐藤

正明氏の進行で、平成３０年度事業報告・決算報告・監査報告、令和元年

度事業計画・予算案を審議、満場一致で全案件の承認を頂きました。また、同窓会本部会
長選考の件について、経過報告がありました。
小休止の後の第２部は懇親会で、今回、清興にお招きした、在仙の親子美人姉妹の津軽
三味線ユニット「華凛」の素晴らしい演奏と、インタビューを行いました。親子であるが
故の苦悩や葛藤、公演中のエピソードが楽しく語られ、食事をしながらの演奏会にもかか
わらず、誰もが箸を止めて、演奏に見入り、聞き惚れていました。最後はいつもの通り、
校歌を全員で３番まで大合唱し、宮本 亨一氏のエールで散会となりました。
（事務局長 伊串 泰純 記）
平成 30 年度

宮城県支部総会のお知らせ

日時 平成 30 年 10 月 27 日（土）
総 会 15：30～17：00
講演会 17：00～18：20 講師 同窓会顧問、前会長 越 後 宏 允 氏
（甲子園で活躍した秋田県 金足農業高校のお話も交えて講演されます）

懇親会 18：30～21：00
会場 スマイルホテル仙台

仙台市青葉区一番町 4-3-22 ☎022-261-7711

＜開催報告＞
１０月２７日（土）午後３時半より、仙台市青葉区一番町のスマイルホテル・シェルブー
ルを会場に、駒澤大学宮城県同窓会平成３０年度総会を開催致しました。
第１部の３０年度総会は、同窓会本部より、渡邊

義弘常任副会長に御同席賜り、ご挨

拶・本部近況報告として、１３０周年記念事業の種月館の内容や各施設についての説明、
在校生の 3 分の 1 を女性が占めている現状、宮城県卒業生の全体数や在校生の実数の報告
など、詳しくお話し頂きました。
議長

根本

秀逸氏の進行で、平成２９年度事業報告・決算報告・監査報告、平成３０

年度事業計画・予算案を審議、満場一致で全案件の承認を頂きました。また、その他の意
見で、若い人に門戸を広げる意味でも、もっとメールアドレスや SNS を活用出来ないかと
要望がありました。
第２部は、同窓会本部前会長・東北ブロック顧問の越後

宏允氏に、今年の甲子園で旋

風を巻き起こした金足農業高校野球部に因んだ講演を頂きました。元々、銀行勤務時代の
部下でもある、嶋崎

久美元監督が金足農業高校野球部をどのように育んで強いチームに

したか、
「人生は一度きり。負けたら後はない、チャンスをつかめ！」という言葉が雑草軍
団の根本的意識、吉田輝星投手にまつわる逸話、秋田県野球連盟の育成プロジェクトの話
など、タイムリーな話題が盛り沢山で、和んだ雰囲気の講演会となりました。
第３部の懇親会では、出席した２５名の会員が文字通り和気藹々と時間を忘れて語り続
け、途中、艶やかな女性と共に楽しくベリーダンスを踊ったり、最後は、校歌を全員で３
番まで大合唱し、事務局庶務の小枝 誠智氏のエールで散会となりました。
（事務局長 伊串 泰純 記）
平成 29 年度

宮城県支部総会のお知らせ

日時 平成 29 年 11 月 18 日（土）
受付開始 15：00
総会

15：30

講演会

17：00～ 三井三太郎 氏

懇親会

18：30

会場 スマイルホテル仙台

仙台市青葉区一番町 4-3-22 ＴＥＬ022-261-7711

＜開催報告＞
１１月１８日（土）午後３時半より、仙台市青葉区一番町のスマイルホテル・シェルブ
ールを会場に、駒澤大学宮城県同窓会平成２９年度総会を開催致しました。
第１部の２９年度総会は、同窓会本部より、大場 やすのぶ常任副会長に御同席賜り、

ご挨拶・本部近況報告として、１３０周年記念事業の種月館の建設及び中の施設の契約
進捗状況についての説明、卒業生の全体数や消息不明の卒業生の件などを、詳しくお話
し頂きました。
議長 四戸

信太氏の進行で、平成２８年度事業報告・決算報告・監査報告、平成２

９年度事業計画・予算案を審議、満場一致で全案件の承認を頂きました。また、苫小牧
駒澤大学のおかれた現況や今後の展開など、会員にも不明瞭な点を討議しました。
第２部は、本校 OB の三井

三太郎氏に『師匠 谷 啓と奇跡の連続 私の人生』と

いう演題で、講演頂きました。芸能リポーターとして、まさに体当たりの取材、命懸け
の取材の様子をお話頂き、ブラウン管のこちら側からは想像出来ない、真剣な取り組み
方や、失敗談、有名芸能人の裏話など、面白おかしくお話され、和んだ雰囲気の講演会
となりました。
第３部の懇親会では、出席した２６名の会員が文字通り和気藹々と時間を忘れて語り
続け、最後は、校歌を全員で３番まで大合唱し、元応援団長宮本 亨一氏のエールで散
会となりました。
（事務局長
平成 28 年度

伊串

泰純 記）

宮城県支部総会のお知らせ

日時 平成 28 年 11 月 12 日（土）
総 会 15：30～17：00
講演会 17：00～18：30 派遣講師 平井史生先生
懇親会 18：30～20：45
会場 スマイルホテル仙台

仙台市青葉区一番町 4-3-22
ＴＥＬ 022-261-7711

＜開催報告＞
１１月１２日（土）午後３時半より、仙台市青葉区一番町のスマイルホテル・シェルブ
ールを会場に、駒澤大学宮城県同窓会平成２８年度総会を開催致しました。
第１部の２８年度総会は、同窓会本部より、岡林

憲昭常任副会長に御同席賜り、ご挨

拶・本部近況報告として、現在の宮城県卒業者数の話、資産運用損失の返済状況、野球部
寮の建て替えについて等を詳しくお話し頂きました。
議長

根本

秀逸氏の進行で、平成２７年度事業報告・決算報告・監査報告、平成２８

年度事業計画・予算案を審議、満場一致で全案件の承認を頂きました。また、来年行われ
る同窓会本部会長の選考について話し合い、宮城県同窓会の総意で、現会長の継続を希望
することに決定しました。
第２部は、一昨年に引き続き、気象予報士の平井

史生氏の講演会です。平井氏は、前

日より仙台に泊まられ、仙台市内を広く散策されて、数々の寺社仏閣を回った写真を見せ
て頂きました。我々会員の中にも寺院住職が多いのが、駒大の特徴でもありますが、偶然

にも会員の寺院を巡っていただき有り難く感じました。また、地図好きということで、仙
台市内の古い地図を出され、仙台市電開業時の街構成や町の発展について分析されました。
今回は、
「近年の天候不順についてパート 2」という演題での講演であり、2 年前の大崎市
の洪水や昨年の茨城県常総市の大雨・洪水、今年の岩手県岩泉町の台風被害についてお話
頂きました。興味深かったのは、避難の準備や避難する勇気を持つことの大事さを力説さ
れたことでした。気象予報士の仕事をしていて思うこととして、テレビの向こう側にいる
顔が見えないけれど、放送の縁で繋がれた視聴者が、自分の放送を見て、命を落とさない
ようなアドバイスが出来ることが自分の使命と考えていることです。言い換えれば、自然
災害や気象事故による死者・家屋の流失といった甚大な被害を、如何に未然に防ぐか、被
害を少なくできるかを常に考えておられることに、強く胸を打たれました。何度でも聞き
たい、もっと沢山の人に聞かせたい、素晴らしい講演会でした。
第３部の懇親会では、出席した３２名の会員が文字通り和気藹々と時間を忘れて語り続
け、最後は、校歌を全員で３番まで大合唱し、元応援団長宮本
なりました。

亨一氏のエールで散会と

（事務局長 伊串

↓
平成 28 年 5 月 8 日
第 26 回仙台国際ハーフマラソン 駒澤大学選手激励会
スマイルホテル仙台国分町

泰純 記）

平成 27 年度

宮城県支部総会のご案内

日時 平成 27 年 11 月 7 日（土）
受付開始 15：15
総会

15：45～

講演・ライブ 17：00～18：30
講演：兼平 孝信 氏（Ｓ57 年政治学科卒）
盛岡市議会議員
学生時代、駒澤大学応援指導部ブルーペガサス結成に携わる
ライブ：黒木悦子さん（Ｓ52 国文学科卒）
シャンソンを堀内環氏に師事
秋田県出身
懇親会

18：30～21：00

＜開催報告＞
場所 気仙沼プラザホテル

気仙沼市柏崎 1-1 ＴＥＬ0226-23-1313

１１月７日（土）午後３時４５分より、気仙沼市の気仙沼プラザホテルを会場に、駒澤
大学宮城県同窓会平成２７年度総会を開催致しました。従来、仙台市内と県内各地を交
互に会場を選定しておりましたが、東日本大震災以降毎年仙台市内を会場に行って参り
ました。震災後復興中の気仙沼で開催出来たことは、感慨深いものがあります。
２７年度総会は、同窓会本部より、松本 享常任副会長・大森

義明監査人に御同席

賜り、ご挨拶・本部近況報告として、本部事務局長が変更した件、同窓生の住所確定の
件、宮城県内の同窓生の詳細、大学の借金返済状況についてお話し頂きました。昨年に
引き続き、議長 千葉 義信氏の進行で、平成２６年度行事報告・決算報告・監査報告、
平成２７年度行事予定・予算案を審議、満場一致で全案件の承認を頂きました。
その後、部屋を変えて、
「東北をますます元気にしよう会 in 気仙沼」と題して、一般
公開の形で講演会とシャンソンライブを行いました。第１部の講演会の講師は、現在、
駒大の応援には欠かせない、
「ブルーペガサス」の創始者で、盛岡市議会議員の兼平 孝
信氏です。「学生時代の思い出～恩師・友との出会いから現在まで」の演題で、入学式
での圧倒的な体育館の祭壇の話、政治学科の先生方との出会いの話、ブルーペガサスの
発足当時のエピソード、失敗談などを楽しく語って頂きました。第２部のシャンソンラ
イブは何度も御出で頂いている黒木

悦子さんです。いつも以上に感動したのは、「ヨ

イトマケの歌」です。精一杯の情感がこもった歌は、聴衆を魅了しました。かすかに涙
ぐんでいるような表情もいつも以上に美しく見えました。多くの会員が、短過ぎる４０
分だったという満足感と、もっと聞きたい残念感を感じる素晴らしいライブでした。
懇親会では、出席した２５名の会員が文字通り和気藹々と時間を忘れて語り続け、最
後は、校歌を全員で３番まで大合唱し、庶務の小枝氏、地元代表の酒井氏のエールで散
会となりました。

平成 26 年度総会について
日 時 平成 26 年 11 月 15 日（土）
受付 15：00～
総会 15：30～
講演会

同窓会派遣講師：平井史生（気象予報士）

懇親会 18：30～
会 場 スマイルホテル仙台 仙台市青葉区一番町 4-3-22 ＴＥＬ022-261-7711
連絡先 事務局長 伊串
＜開催報告＞
１１月１５日（土）午後３時半より、仙台市青葉区一番町のスマイルホテル・シェルブー
ルを会場に、駒澤大学宮城県同窓会平成２６年度総会を開催致しました。
第１部の２６年度総会は、同窓会本部より、吉田

莞爾常任副会長に御同席賜り、ご挨

拶・本部近況報告として、開校 130 周年記念事業の詳細、同窓会本部内組織変更や神奈川
の新ブロックの件の詳細をお話し頂きました。もともと東北ブロックの方なので、親近感
があり、和んだ形でした。昨年に引き続き、議長

千葉

義信氏の進行で、平成２５年度

行事報告・決算報告・監査報告、平成２６年度行事予定・予算案を審議、満場一致で全案
件の承認を頂きました。今回は役員改選があり、会長代行時代から足掛け１０年勤められ
た大宮会長が勇退され、新会長に我妻佑一氏が承認され、付随して副会長・監事・会計も
一部変更・選任されました。事務局は全員留任となりました。
第２部は、本校の派遣講師であり、気象予報士の平井 史生氏の講演会です。平井氏は、
仙台と少なからぬ縁があり、学部での初めての地域調査の実習地が仙台だったと、まず最
初に語って頂きました。
「近年の天候不順について」という演題での講演であり、主に、今
回の広島市安佐南区の集中豪雨による土砂災害についてお話頂きました。興味深かったの
は、寺院や神社のある場所は、比較的土砂災害を受け辛い場所を選定している点（これは
地域のシンボルとしての役割だろう）、地名に込められた先人の土地の利用形態・過去の被
害実績を形骸化した現在の住宅事情についての話。過去の文献を検索し、地理学科 OB な
らではの分析法を、スライドを利用し、かつ解り易く、楽しく解説して頂きました。多く
の会員が、短過ぎる９０分だったという満足感と、もっと聞きたい残念感を感じる素晴ら
しい講演会でした。
第３部の懇親会では、出席した２５名の会員が文字通り和気藹々と時間を忘れて語り続
け、最後は、校歌を全員で３番まで大合唱し、元応援団長宮本

亨一氏のエールで散会と

なりました。
（事務局長 伊串 泰純 記）

平成 25 年度総会について
日時 平成 25 年 10 月 26 日（土）
受付開始 15：00～
総会

15：30～

懇親会

18：30～

会場 ブラザー軒 仙台市青葉区一番町 4-2-20

TEL022-222-1171

連絡先 事務局長 伊串 090-8921-5277
仙台ハーフマラソン壮行会・応援・懇親会のご案内
・仙台ハーフマラソン壮行会 平成 25 年 5 月 10 日（金）午後 6 時～ 会費 5,000 円
スマイルホテル（旧ホテルユニバース仙台）3 階 シェルブール
・仙台ハーフマラソン応援
・懇親会

平成 25 年 5 月 12 日（日）午前 8：30 新寺 林香院駐車場集合

平成 25 年 5 月 12 日（日）12：00～ 仙台サンプラザ１階レストラン奥の間
会費 4,000 円

出欠の連絡はＦＡＸでお願いします

FAX 番号 022-234-2029

平成 24 年度宮城県支部総会のご案内
日 時：平成 24 年 11 月 10 日（土）
受付開始 15:00 から
総

会 15:30 から

講 演 会（講師 野村浩志氏） 17:00～18:15
懇 親 会 18:45～20:45
場 所：スマイルホテル仙台国分町 3 階シェブール

