
北海道 函館支部 

 

支 部 長： 菅原 進  すがわら すすむ（Ｓ45経・経済） 

事務局長： 佐藤 竜也 さとう たつや 

支部内同窓生数 ３３５人 
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令和元年度 函館支部総会のお知らせ 

日時 令和元年 9月 28日（土） 

    総会      16：15～17：00 

    講演会     17：10～17：50  派遣講師：輝＆輝 

    懇親会     18：00～20：30 

会場 ホテル函館ロイヤル 

    函館市大森町 16-9 TEL：0138-26-8181 

 

以下のとおり開催されました 

平成 30年度函館支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 9月 29日（土） 

    女性会員懇談会 15：30～16：30 

    総会      16：45～17：30 

    講演会             派遣講師：石毛宏典氏 

    懇親会     18：30～21：00 

会場 函館山山頂展望台 3F ティーラウンジ レガート 

    函館市元町 19-7（函館山ロープウェイ） TEL0138-23-3105 

 

＜開催報告＞ 

 平成 30年度支部総会の報告をさせて戴きます。本年度は同窓会常任副会長・渡邊義弘様と

基調講演には派遣講師として、石毛宏典氏をお迎えしての総会となりました。総会前には女性

部会の立ち上げを目指しての女性役員懇談会を担当事務局の唐澤晶子氏を招いての開催とな

りました。 

 世界三大夜景の函館夜景を望みながらの総会、そして基調講演、懇親会となりました。若手

のお坊さんにもご参加戴いて、これからの支部同窓会をさらに幅広いものにしていける道筋が

見えてきました。 

 同窓会の活動を通じて、駒澤大学進学して戴けるアピールをさらに推し進めて参りたいと思

います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支部総会（40周年記念）開催のお知らせ 

日時 平成 29年 10月 8日（日） 

    16：15～17：00 総会 

    17：10～18：15 講演 派遣講師 花仙氏出演 

    18：30～20：30 懇親会 

会場 ホテル法華クラブ函館 函館市本町 27-1 ＴＥＬ0138-52-3121 

 

 

平成 28 年度（第 39回）函館支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 28年 10月 22日（土） 

    総 会 16：15～17：00 

    落 語 17：10～18：15 三遊亭王楽 氏 

    懇親会 18：30～20：30 

会場 函館国際ホテル 函館市大手町 5-10 ＴＥＬ0138-23-5151 

平成 27年度函館支部総会 

日時 平成 27年 10月 3日（土） 

    受付 16：00～ 

    総会 16：30～ 

    講演 17：00～（黒木悦子氏：シャンソン歌手） 

    懇親会 18：10～ 

会場 ロワジールホテル函館 函館市若松町 14-10 ＴＥＬ0138-22-0111 

 

＜開催報告＞ 

函館支部の総会は平成 27 年 10 月 3 日（土）に今年度は同窓会本部より萩野虔一会長様

をお迎えしての開催となりました。 

 昨年 10 月に函館市から横浜市に転居された前支部長で現在顧問となられた柴田與一様も

駆けつけての総会となりました。 

 例年同様、出席者は 20名にも足らずの少数ではありましたが、駒大同窓生としての誇りを

胸に、粛々と総会を開催しております。 

 今年は黒木悦子氏を講師に迎えて歌とお話で素晴らしいひとときをいただきました。 

懇親会、そして二次会と萩野会長、黒木講師らと役員一同ともに懇親を深め、これからの駒澤

大学を力強くご支援させていただく決意を新たに、同窓会活動を更に発展させるべく 

函館支部役員一同頑張ります。 

 



  

 

  

  

 

北海道ブロック記念大会のお知らせ 

以下の日程で、北海道 8支部のブロック記念大会が決まりました。 

同窓生に出会い、ふれあいそして明日に向かい我が駒澤大学の飛躍と発展を願い開催いたしま

す。皆様の参加をお待ちしています。 

日時 平成 27年 7 月 11日（土） 

    受 付    16：00～ 

    トークショー 16：30～ 

    懇親会    18：00～ 



会場 札幌パークホテル TEL011-511-3131 

お問い合わせ先 胆振日高支部事務局（苫小牧駒澤大学内） 山下・松尾 0144-61-3111 

 

平成２６年度函館支部総会 

日時 平成２６年１０月１１日（土） 

    受 付 16：00～ 

    総 会 16：30～ 

    講 演 17：20～ 講師 広瀬哲郎 氏（野球解説者） 

    懇親会 18：30～ 

会場 ホテル法華クラブ 〒040-0011 函館市本町 27-1 TEL0138-52-3121 

 

＜開催報告＞ 

今年は柴田與一支部長が欠席での開催となりました。加えて役員改選も行われ、今年度よ

り支部長交代と新役員を増強してこれからの同窓会運営を進めていくことになりました。 

昨年に引き続き、本部より大場やすのぶ常任副会長をお迎えしての総会を開催し、懇親会

では和やかなひとときを過ごし、楽しい一夜でした。また、第二部の記念講演には派遣講

師に広瀬哲朗氏をお迎えして、人生体験に基づく貴重なお話をいただきました。台風 19

号が日本列島に上陸する中天候に恵まれ、函館支部総会も無事終えることができたことに

関係者一同心より感謝申し上げます。 

柴田與一支部長は今後、ご子息の暮らす横浜市に生活の拠点を移します。今後とも皆様に

はお声がけ下さいますよう宜しくお願い申し上げます。柴田與一前支部長を顧問に置き菅

原進新支部長の下、役員一同がんばって参りますのでご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申

し上げます。 

事務局長 佐藤竜也 

  



 

 

平成 25年度函館支部総会 

日時 平成 25年 10月 26日（土） 

    受付開始 16：00～ 

    総会   16：30～ 

    講演   17：10～ 三遊亭王楽氏 

    懇親会  18：30～ 

会場 大黒屋旅館（函館市湯川 3-15-3 TEL0138-51-0001） 

事務局連絡先：佐藤竜也 0138-41-8495 

＜開催報告＞ 

今年は駒沢移転 100年を迎えた記念すべき年に当支部も昭和 52年に発足して以来 36年が経

過しました。 

 出逢いと感動を求めて、支部同窓会を 10月 26日（土）に函館の老舗旅館『大黒屋』で開催

しました。 

 台風 27 号の影響を受けながら同窓会本部より大場やすのぶ副会長、落語家の三遊亭王楽師

匠のお二人にご出席を頂きました。 

 総会では、支部長挨拶の後、大場やすのぶ副会長より大学の近況報告等のお話をして頂き、

躍進駒大は「信誠敬愛自ら閃く」の校歌と「栄光永久に我にあり」の応援歌を想いだします。 

 引き続き事務局より前年度の会務報告、事業経過報告、会計報告、本年度の事業計画案、予

算案を審議、すべて満場一致で承認されました。続いて当支部として駒大同窓会長推薦につい



ては該当者がいないとの事で支部長一任となりました。 

 総会終了後、台風の余波を乗り越えて来函されたゲストの三遊亭王楽師匠の独演会に突入し

ました。会場は和室で急遽仮の高座を設けました。膝を突き合わせての落語を生で聴く機会が

少ない函館では、正装で師匠が登場すると「待ってましたとばかり」大拍手で迎えられました。 

 演目は「やかん」・「妾馬」の落語を披露し才智煌く話芸で会場を笑いの渦に巻き込み予定時

間を 15 分オーバーしての熱演で、あっという間に時間が経過し、暫くの間感激の余韻が残っ

ておりました。一般、家族の方も大満足だったと思います。本当に王楽師匠には心より感謝し

ます。 

 続いての懇親会では、今日はおいしいものを食べて飲み、同窓の仲間として過去・現在・未

来に向けて人生を語り合い、見えない力を信じ味方にし、困った事悩み事無理をせず聴きいれ、

相談にのり手助けすべき時は協力していきましょう、と酒を酌み交わし和気あいあいと楽しい

一時を過ごした同窓会でした。そして、三遊亭王楽師匠に第一応援歌を全員で歌い、フレーフ

レー王楽と、エールを送りました。最後は校歌斉唱、神宮の杜で歌った青春時代の往時を追懐

しながら帽子を右手に高―く！声高らかに斉唱し、母校の活躍と発展を祈念しエールを送り散

会しました。 

 私達は今年よりも来年は一人でも多くの会員に無理をせず呼びかけ出席率の増員を目指し

仲間作りに精進します。 

 そして、地域住民として一人でも多くの高校生にＰＲし進学するよう推し進めて行かねばと

思っています。 

 駒澤大学の建学の理念「行学一如」の質向上を目指し、母校と支部発展にお役に立てればと

願うものです。 

 平成 28 年 3月には函館迄新幹線が開通します、母校と約 4時間で結ばれます。この様な意

味からも微力ながら、邂逅を念頭に役員一同邁進していきたいと思っています。 

 

 



平成 24年度函館支部総会開催について 

日時 平成 24年 10月 20日（土） 

    15：30～ 総会 

    16：00～ 講演：石毛宏典 氏 

    17：00～ 懇親会 

会場 函館国際ホテル 函館市大手町 5-10 TEL0138-23-5151 

事務局連絡先：佐藤竜也 0138-41-8495 

＜開催報告＞ 

今年はわが母校駒澤大学開校 130周年を迎え、この記念すべき年に当支部も昭和 52年に発足

して以来、35年が経過しました。出会いと感動を求めて、支部同窓会を函館国際ホテルを会

場に 10月 20日(土)に開催いたしました。 

 同窓会本部より越後宏充会長様のご出席を賜り、大学の近況報告並びに今後の展望など詳細

なお話をいただき、躍進駒大は「伝統さらに創るべし」、「栄光永久に我にあり」の応援歌を思

い出させていただきました。 

 そして開校 130周年記念棟建設基金の募金協力も会員に向けお願いされておりました。 

 第一部の総会では事務局より前年度の会務報告と決算報告、本年度の会務計画案並びに予算

案をご審議、承認をいただき役員改選も役員 1名の追加と支部長ほか全員の留任で承認をいた

だきました。 

 第二部では、函館支部創立 35周年記念講演として駒大ＯＢの石毛宏典氏をお招きし、「野球

にかける想い」と題して人間としての成長、夢、目標を持つ生き方、普段聞けない四方山話し

等を熱意いっぱいに語り、私達に深い感動と感銘を与えていただき、心よりの感謝と今後ます

ますのご活躍をされますことをご祈念申し上げます。 

 第三部の祝賀会では同じキャンパスで学び、学風で浸った往時を想い起し、卒業の年度や在

学中の親疎の情をこえて新たな出会いを求めて交流を深め合い大変意義深い濃密な会でした。

また、余興の部では同窓生の菅原 進氏がバンド演奏をして素晴らしい音楽に耳を傾け楽しい

ひと時でした。 

 祝賀会終了後、二次会は観光名所の金森倉庫跡のビヤホールにて函館地ビールでのどを潤し

、更に鋭気を取り戻し駒澤大学の建学の理念「行学一如」の資質向上を目指し、母校の発展と

支部の躍進を祈念しました。 

 この函館にも 3年後には念願の新幹線が開業し、東京と函館が 3時間半で結ばれ、人々の交

流や経済が盛んになります。さらに同窓生の立場からは、駒大のＰＲを積極的に推し進め、駒

澤大学へ一人でも多く進学してもらうよう働きかけていきます。 

 私達は継続性の原則に従い出席率は少数でも毎年同窓会を開き、今年よりも来年は一人でも

多くの会員（397名）に無理をせず呼び掛け、一期一会を念頭に役員一同、勇往邁進して行き

たいと思っています。 



   

 

 

平成 23年度総会のお知らせ 

日時 平成 23年 10月 7日（金） 

    受付  16：45～ 

    総会  17：15～ 

    懇親会 18：00～ 

会場 マリエール函館 〒040-0015 函館市染川町 2-8（函館空港より車で 20分） 

           TEL0138-51-0001 

 

函館支部総会 

日時 平成 21年 11月 20日（金） 午後 5時 30分～ 場所：湯の浜ホテル 

 

平成 21年度の函館支部総会は、下記の通り開催されましたのでご報告いたします。 

 ともまえの金曜日。11月 20日午後 5時から、えぞ共和国を夢見て活躍した新選組副長・土

方歳三も、旧幕軍の総裁、榎本武揚も入浴したといわれる伝統ある温泉街。その湯の川温泉街

の一角にある、函館・湯の浜ホテルにて、定期総会は式次第に基づき、議事全般滞りなく進み

ました。 

1, 開会のことば （司会進行は 菅原 進：昭 45卒） 

2, 副支部長挨拶 （函館支部 副支部長 柴田 與一） 

3, ご来賓挨拶 （駒澤大学 同窓会会長 越後 宏允 氏） 

4, 議長選出 （塩原 利一：昭 42卒が選出） 

5, 議 題 （議案はすべて承認されました。） 

① 平成 19・20年度決算報告 

  ② 平成 21年度  予算案 

③ 会則変更 （年会費の無料化と、役員任期の設定） 

④ 役員改選 （支部長交代；新支部長 柴田 與一  以下省略） 

6, 駒澤大学の現況と報告 （駒澤大学副学長 齊藤 正 氏） 

7, 閉会のことば 



  

開催を記念して             柴田新支部長の挨拶 

  

懇親会に飛び入り？          最後はみんなで校歌 

 

 引き続きの懇親会は、午後 6 時 10 分からはじまりました。地元函館の酒肴を堪能し、世代

を超え、意外な共通点を見つける会話など、とても素敵なひとときとなりました。また、その

後恒例の二次会会場は、当館 1階の、旧函館ロシア領事館を再現したロシアンハウス、という

バーで開かれました。三次会では、全員が至近距離で車座になり、より一層の盛り上がりをみ

せ、次期役員の熱気を感じました。今後は毎年 6月頃の総会開催ということを結束し、終了い

たしました。 

（前事務局長 佐藤公治） 

                                          

 

駒澤大学同窓会北海道ブロック記念大会のご案内について 

～北の大地から熱きエールを～ 

 

駒澤大学同窓会北海道 8支部の完成を記念し、北海道ブロック記念大会を催すことになりま

した。駒澤大学元野球部監督太田誠氏、元日本ハムファイターズ・釧路リトルシニア球団総監

督広瀬哲朗氏、駒澤大学苫小牧高校元野球部監督香田誉士史氏をお招きして、トークショーを

開催します。 

記 

日 時    2009年 7月 25日（土） 



受 付    午後 4時～ 

トークショー 午後 4時 30分～ 

懇親会    午後 6時～ 

会 場    札幌パークホテル  

（お問合せ先） 

胆振・日高支部同窓会事務局（苫小牧駒澤大学内）担当：石川・手嶋 電話 0144-61-3111 

以上 

駒澤大学同窓会北海道ブロック記念大会「テーマ～北の大地から熱きエールを！～」を開催

いたしました。 

記念大会は野球トークショーと懇親会の二部構成にて行われました。 

野球トークショーには 35 年間にわたって駒大野球部の指揮を執り、1 部リーグでの白星は

前人未到の 501勝をあげた大学野球史に残る名監督太田誠氏、そして道内では知名度抜群、駒

大苫小牧高校を夏の甲子園連覇に導いた香田誉士史氏を講師として迎え入れ、「勝つチーム・

成長する選手」をテーマに対談していただきました。 

同窓生はもちろん、野球関係者や一般の方にも多く参加していただき、360席用意した会場

はあっという間に満席となり、立ち見であふれるくらいの盛況でありました。 

 

野球トークショー終了後、渡辺文英副実行委員長の開会の辞、荒澤義範実行委員長のご挨拶

により懇親会は始まり、 来賓であります学校法人駒澤大学総長 田中良昭様、駒澤大学学長 石

井清純様、駒澤大学同窓会会長 越後宏允様よりご挨拶を頂戴いたしました。 

また、遠いところ栃木県支部 鈴木淳会長、香川県支部 山地淳朗会長にもご参会いただきま

した。 

祝電披露後、駒澤大学前野球部監督 太田誠様の気合いの入った乾杯により祝宴が始まり、

約 220名の参加者が昔の思い出を語り合い、親交を深めました。 

今回の記念大会では、道内法人諸学校の学生募集協力もしたいとの趣旨から、教職員が登壇

し、代表として学校長より参加同窓生に是非学生・生徒を入学させていただきたいとの呼びか

けをしていただきました。 

歓談の中、元読売巨人軍の中畑清様、元日本ハムファイターズの白井一幸、広瀬哲朗様によ

るゲストトークで会場は一気に盛り上がりました。 

祝宴も終盤にかかり、駒大苫小牧高校ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部「Rainbow」、駒澤大学応援指導部「Blue 

Pegasus」の現役学生による元気あふれる応援演技を披露、まさに北の大地から熱きエールを

送っていただきました。 

最後は参加者全員で母校の校歌を熱唱し、大道光肇副実行委員長による万歳三唱、佐伯至純

副実行委員長の閉会の辞により散会となりました。 

 今回の記念大会におきまして、各関係方面より多大なるご支援・ご協力並びにご厚情を賜り

ました事を厚くお礼申し上げます。 

（当日の写真は、胆振・日高支部のページに掲載してあります。そちらをご覧下さい。） 


