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以下のとおり開催されました 

令和元年度 栃木県支部 20周年記念総会のお知らせ 

日時 令和元年 7月 13日（土） 

    総 会 16：00～17：00 

    講演会 17：15～18：15  派遣講師 輝＆輝（津軽三味線デュオ） 演奏 

    懇親会 18：30～20：30 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曾町 492-1 TEL：028-643-5555 

＜開催報告＞ 

令和元年７月１３日（土）午後４時から、ホテル東日本宇都宮にて、栃木県支部は記念すべ

き第２０回通常総会を開催することができました。 

今年度念願だった女性部会が発足しましたので、女性の参加が多く晴れやかな総会になりま

した。 

ご来賓として、本部から常任副会長の吉田莞爾様、総会終了後に招きましたゲストは「輝＆

輝」のお二人による津軽三味線デュオに会場が大いに盛り上がりました。 

懇親会は、初めて参加された方もおりましたので、自己紹介や近況報告などあっという間に、

楽しい時間が過ぎてしまい、再会を誓って散会しました。 

 来年も７月中旬に開催しますので、栃木県内にお住まいの同窓生の皆様、参加をお待ちして

おります。                   文責 栃木県支部事務局長 中島秀夫 

 

 



平成 30年度栃木県支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 7月 14日（土） 

    総 会 16：00～17：00 

    講演会 17：00～18：15   派遣講師 末永和子氏 

    懇親会 18：30～20：00 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曾町 492-1 ＴＥＬ028-643-5555 

 

＜開催報告＞ 

平成３０年度栃木県支部総会は、平成３０年７月１４日（土）午後４時から、宇都宮市

のホテル東日本宇都宮において、同窓会本部より常任副会長の渡邊義弘様、ゲストに末永

和子先生をお招きし通常総会を開催しました。 

当日は朝から３０度を超える暑さで、“暑いですね”が合言葉のようでした。 

通常総会は、鈴木支部会長の挨拶後、渡邉副会長様から開校１３０周年記念棟や同窓会の

情報をいただき、鈴木支部会長が議長となり議事の審議と進み、新年度事業計画及び予算

案、任期満了に伴う役員改選を含む全議案が可決承認されました。総会終了後末永先生か

ら、２５年間のカナダ生活の熱のこもった体験談をお聞きしました。記念写真撮影後の懇

親会は、時間経過を忘れるほど和やかに終了しました。鈴木会長から、来年は記念すべき

２０周年ですので、役員会で内容も十分検討し、多くの参加者のもと開催したい旨の発言

をいただきました。                文責 事務局長 中島秀夫 

 

 

 

 



平成 29年度 通常支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 7月 8日（土） 

    16：00～17：00 総会 

    17：00～18：15 講演会：派遣講師 田中千秋氏 

    18：30～20：00 懇親会 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曾町 492-1 ＴＥＬ028-643-5555 

 

＜開催報告＞ 

平成 12 年に栃木県支部が設立されてから、毎年通常総会を開催し第 18 回目となる総会が

宇都宮市のホテル東日本宇都宮で開催されました。第１部の通常総会は、ご来賓として萩野虔

一会長のご臨席を賜り、都合により鈴木支部会長が欠席でしたので、古内副支部会長に開会の

挨拶をお願いしました。校歌斉唱の後萩野会長から大学受験者数の推移と運営状態、開校 130

周年記念棟への基金状況、女性部会設立の現況等々の説明がありました。議事に入り平成 28

年度事業報告並びに決算報告・平成 29 年度事業計画並びに収支予算全ての議案が満場一致可

決成立しました。 

質疑に入り女性会員から萩野会長に対し、女性部会の設立と活動について質問があり、全国

58 支部中 37 支部に設立していること、他県の女性部会は本部からの支援を充当し、気軽に

集まってお茶会や食事会を開催している現状を説明されました。第２部の講演会は、天体写真

家の田中千秋先生が“星を身近に！”と題して講演がありました。ちょうど前日が７月７日の

七夕でしたので、夏の大三角形（織姫と彦星が天の川を挟んで描かれている）をスクリーンで

映し出してのお話を頂戴しました。また彗星が地球に接近又は落ちてくる可能性や、熱のこも

ったお話に先生の天体に対するロマンを感じました。記念写真後の第３部懇親会では、萩野会

長と田中先生の肩の張らない話題や解りやすい説明などに、参加した会員は楽しい時間を過ご

すことができました。２年後 20 回目開催となります。 

（文責：事務局長 中島秀夫） 

 



平成 28年度 通常支部総会のお知らせ 

日時 平成 28年 7月 9日（土） 

    16：00～ 総会 

    17：00～18：15 講演会：三井三太郎氏 

    18：30～20：00 懇親会 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曽町 492-1 ＴＥＬ028-643-5555 

＜開催報告＞ 

平成２８年７月９日（土）午後４時より、第１７回目開催の平成２８年度栃木県支部通常総会

が、宇都宮市 ホテル東日本宇都宮にて、ご来賓として大学本部より和田部長様をお迎えして

開催しました。第１部通常総会は、校歌斉唱、古内副支部長の開会の辞、鈴木支部会長の使命

に燃えた力強い挨拶、ご来賓和田部長の近況報告の後、支部会長を議長に事業及び決算報告の

承認、事業計画及び予算の審議承認、本部会長の選任を支部会長に一任、役員改選はほとんど

の役員が留任以上議案全て承認されました。第２部特別講演はＴＶリポーターでタレントの三

井三太郎様のリポーター時代の苦労話や体験談を披露され、会場が笑いの渦でアットいう間に

時間が来てしましました。記念写真の後の第３部懇親会でも三井様・和田部長様に質問が殺到

し、本当に楽しい総会・懇親会でした。  文責：事務局長 中島秀夫 

 

前列左から４人目：派遣講師 三井三太郎さん、鈴木支部長、和田同窓会事務局長 

 

平成 27年度 通常総会のお知らせ 

日時 平成 27年 7月 4日（土） 

    受 付 15：30～ 

    総 会 16：00～ 

    懇親会 18：00～ 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曽町 492-1 ＴＥＬ 028-643-5555 

連絡先（担当） 中島秀夫事務局長 



平成 26年度栃木県支部総会のお知らせ 

日時 平成 26年 7月 5日（土） 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曽 492-1 TEL028-643-5555 

    受 付 15：30～ 

総 会 16：00～ 

    懇親会 17：30～ 

 

平成 25年度栃木県支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 25年 7月 6日（土） 

    総 会 16：00～17：00 

    講演会 17：00～18：00 広瀬哲朗氏 

    懇親会 18：00～20：30 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曽町 492-1 TEL028-643-5555 

 

平成 24年度栃木県支部総会 

日時 平成 24年 7月 7日（土） 

    総 会 16：00～ 

    講演会 17：00～18：00  藤 井  暁 氏（アナウンサー） 

    懇親会 18：00～20：30 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曽町 492-1 TEL028-643-5555 

 

平成 23年度栃木県支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 23年 7月 9日（土） 

    総 会 16：30～17：15 

    講演会 17：15～18：15 

    懇親会 18：30～20：30 

会場 ホテル東日本宇都宮 宇都宮市上大曽宇町 492-1 TEL028-643-5555 

 



平成 22年度栃木県支部総会 

日時 平成 22年 7月 3日（土）  総 会 16：30～17：15 

                講演会 17：15～18：15 

                懇親会 18：30～20：30 

会場 ホテル東日本宇都宮 

    宇都宮市上大曽町 492-1  TEL028-643-5555 

 

設立 10周年支部総会開催について 

日時 平成 21年 6月 20日(土) 

会場 ホテル東日本宇都宮 4階しらさぎ 

   宇都宮市上大曽町 492-1 

日程 第 1部 通常総会 16：30～17：00 

第 2部 記念高座 17：10～18：00 桂 笑生（かつら しょうしょう） 

                 （落語家 平成 8年法学部卒業） 

第 3部 懇親会  18：00～20：00 

 

駒澤大学同窓会栃木県支部通常総会開催報告 

栃木県支部は平成 12年度設立以来毎年総会を開催し、今回記念すべき第 10回目を迎えるこ

とができました。 

平成 21年 6月 20日（土）の当日は、公私ともご多忙の中同窓会本部から越後宏允会長、大

学から石井清純学長を来賓に、ゲストに桂笑生さんをお招きし、多数の会員参加のもと開催さ

れました。鈴木淳栃木県支部会長から、現在まで幹事と会員各位に対するお礼の言葉、来賓の

ご祝辞後上程された全議案が承認されました。 

記念撮影の後、桂笑生さんの落語に会場は笑いに包まれ、懇親会ではアルコールも手伝って

か、時を忘れて懇親を深め、次回もより多くの参加者のもと開催することを誓い合いました。 

中島秀夫 


