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以下のとおり開催されました 

 

令和元年度 長野県支部総会のお知らせ 

日時 令和元年 11月 16日（土） 

    総 会 16：00～16：40 

    講演会 16：40～17：20  派遣講師：輝＆輝 

                     『 津軽三味線コンサート 』 

    懇親会 17：30～ 

会場 ホテルメルパルク NAGANO 長野市大字鶴賀 高畑 752-8  ☎026-225-7800 

会費 5,000円 

 

 

長野県支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 11月 25日（日） 

    総会 15：00～16：00 

    講演会 16：00～16：40予定 派遣講師：山崎まゆみ氏 

                   演題『 知れば、もっと楽しくなる長野の温泉 』 

    懇親会 17：00～19：00 

会場 ホテルメトロポリタン長野 長野市南石堂町 1346 ☎026-291-7000 

 

 

平成 29年度長野県北信支部新年総会 

平成 29年 2 月 4日（土）長野駅前「油屋」にて、池田魯參総長先生及び東信支部 5名の来賓

を迎え、新年同窓会を開催しました。 

総会は、関塚支部長の挨拶に始まり、事業報告・会計報告を行い、引き続き役員改選の協議に

入り、支部長より荒井支部長・小玉事務局の提案があり、満場一致賛成を得、引き続き荒井支

部長就任の挨拶で閉会。 

新年会は、小林東信支部長祝辞及び池田魯參先生の大学の近況を交えた挨拶・ 

乾杯の発声で開会。 

30 年～50 年前の大学在籍の思い出を肴に、楽しく懐かしい宴席が過ぎ、中締めで、全員で肩

を組んで校歌を斉唱と記念撮影を行う。 

最後は、万歳三唱で解散となりました。 



今回は、宗門の若手会員の参加が有り大変賑やかな総会・新年会になりました。 

平成 29年 2月 16日 

長野県同窓会北信支部長 関塚 勉 

 

 

 

 

長野県支部東信地区主催 駒澤大学吹奏楽部演奏会ｉｎ上田 

期日 11月 26日（土） 

    開場 12：45   開演 13：30 

会場 上田市サントミューゼ 上田市交流文化芸術センター 

 

プログラム Ⅰ部 オリジナルステージ 

      Ⅱ部 ステージマーチングショー 

入場料：一般 1,000円、  小中高生 500円 

チケット購入は次のプレイガイドへ 

  （株）ヒオキ楽器 上田店 上田市踏入 2-11-21 ＴＥＬ0268-75-7530 

           佐久平店 佐久市岩村田 1266-10 ＴＥＬ0267-68-7703 

共催：駒澤大学吹奏楽部ＯＢ会 

 



 

 

 

 



平成 28年度 長野県支部東信地区役員会 

日時 11月 26日（土） 

    総 会 17：30～ 

    懇親会 18：00～ 

会場 上田玉姫殿 上田市常磐城 3-6-35 ＴＥＬ0268-22-1175 

懇親会費＝男性 5,000円、女性＝3,000円 

 

 

平成 27年度 長野県支部総会 

日時 平成 27年 11月 29日(日) 

会場 松本東急 REIホテル  

    総 会 15：00～ 

    講演会 15：30～ 駒澤大学名誉教授 西  修先生による講演・落語 

    懇親会 17：30～ 

 

＜開催報告＞ 

長野県の同窓会員は 3098 名を数えているが県内の諸事情により北信、東信、中信、南信の

四支部が独立独歩的に総会を開催して来たが、今般 11 月 29 日、松本市を中心とした中信地

区同窓生 750 名と三支部関係者 50 名余に案内状を送付した。実に中信支部が幹事役で総会を

開催するのは平成 12 年以来 15 年ぶりのことであり、事務局の再構築が必要であったが何と

か万事不手際なれども開催するまでこぎつけました。 

 当日は北信越ブロック会議も開催せよとのことで新潟、富山、石川、福井の代表者、県内

三支部よりの参加者が海や山川を越えて松本東急ホテル REI に参集、総勢 50 有余名で総会、

駒大名誉教授・西修先生の日本国憲法談義 90 分と質疑、レジメ（11 頁配布）、落語披露後、

懇親会と続き諸情報交換を楽しみました。同窓会本部副会長・渡邊義弘氏（兵庫県）が遠路出

席下されて講演された事に深謝を申し上げます。今後は長野県内同窓会だよりを作成するよう

努力します。 

 

 

平成 26年度長野県支部同窓会総会について 

日時 平成 26年 11月 8日（土）14：30 受付 

    総 会 15：00～ 

    講演会 16：00～17：00 マジシャン 和田奈月 氏 

    懇親会 17：15～  

会場 「ささや」  上田市中央 2-15-12（大門町） 

 

懇親会費 男性 5,000円、女性 3,000円（当日ご納入ください） 



＜開催報告＞ 

 平成 26 年度同窓会・長野県支部の総会は、11 月 8 日、上田市で行われました。（今年度は、

東信支部が担当。） 

 大学から、若月道隆同窓会副会長をお招きいたしまして、約 40 人の会員が出席し、大いに

盛りあがり開催する事ができました。 

 若月同窓会副会長より、駒澤大学の現状と同窓会の動きについての報告を力説していただき、

会員全員が真剣に耳を傾けていました。つづいて、2 部の講演会には、マジシャンの和田奈月

先生による「古典奇術」の公演が、華やかに行われました。地方では、なかなか手品に接する

機会が少ないので、会員は手品に素直に感動しておりました。 

 その後、懇親会では、大学時代の事、支部の事などを語り、親睦を深め和やかなうちに交流

でき、素晴らしい総会となりました。 

 私事ですが、私は駒大高出身で、若竹寮の一期生でした。若月同窓会副会長（当時先生をさ

れておりました。）が、寮に立ち寄っていただき、ご指導を仰ぎました。45 年振りにお逢いす

る事ができ、懐かしく、大変感謝申し上げます。 

 今後も、駒澤大学、同同窓会の発展と会員の皆様の御多幸を祈念し、御報告とさせていただ

きます。 

同窓会長野県支部・東信支部副支部長 上島秀雄 

 若月常任副会長 

 



平成 25年度長野県支部総会開催について 

開催日時 平成 25年 11月 9日（土） 14：30 受付 

      総 会 15：00～ 

      講 演 16：00～17：00 

      懇親会 17：15～ 

場所   ささや 上田市中央 2-15-12 

懇親会費 5,000円（当日納入） 

 

平成 24年度長野県支部総会 

日 時 11月 17日（土）14：30～受付 

場 所 ささや  上田市中央 2-15-12（大門町） TEL0268-22-0128 

総 会 15：00～ 

講演会 16：00～ 平井史生先生（駒澤大学非常勤講師、S63地理学科卒、気象予報士） 

懇親会 17：15～ 

 

北信越ブロック会（各支部長・役員 出席） 

日時 平成 24年 7月 14日（土）16：00～、  15日（日）11:30解散 

会場 呉羽山温泉元湯 富山観光ホテル TEL076-431-5551 

内容 ブロック会議 16：00～17：30 

   懇親会    18：30～ 

担当：富山県支部（笹野事務局長） 

 

平成 23年度長野県同窓会総会のお知らせ 

日時 平成 23年 11月 19日（土）午後 2時 30分受付 

場所 「ささや」上田市中央 2-15-12（大門町） TEL0268-22-0128 

総 会 午後 3時～ 

落語会 午後 4時～午後 5時 三遊亭遊馬（さんゆうてい ゆうば） 師匠 

（平成 6年度禅学科卒業） 

懇親会 午後 5時 15分～ 

会費 同窓会費 3,000円、懇親会費 5,000円 

出席の有無を専用ハガキにて 10月 31日までにご返信ください。 

 

平成 22年度長野県支部総会 

日時 平成 22年 9月 11日（土） 午後 3時から 

会場 ＲＡＫＯ華乃井ホテル 諏訪市高島 2-1200-3 

    TEL0266-54-0555 

16：00～    北信越ブロック会議開催 



18：00～20：00 懇親会 

連絡先 宮坂：TEL・FAX0266-52-9900 

＜開催報告＞ 

北信越ブロック会議の幹事県をおおせつかったため、長野県支部同窓会と同一日開催をご了

解していただき、前半を長野支部同窓会にあて後半は支部総会出席者を含めた北信越ブロック

会議とした。 

 総勢、本部からの笹岡副会長、岩根事務長を含め 36 名という若干物足りない出席数であっ

たが 50 年振りに再会し、旧交をあたため合うなど、各県相互のコミュニケーション会員相互

の親睦の場という主目的は達せられたと思う。声高らかに校歌の大合唱でフィナーレとした。 

 諏訪地方も、今年は七年一度の御柱の年ということもあり余興として木遣り歌を楽しんでい

ただき、又、翌日は諏訪大社参拝や、御柱祭の DVD鑑賞、豪快な樹落し坂の見学など、天候に

恵まれたこともあり有意義な二日間であった。 

 とはいうものの問題もあった。開催通知を発送後、期待に反し欠席印のついた返信はがきの

束を郵便受けにみると、あんな大きな会場を確保して大丈夫だったかと不安にかられ締め切り

日を伸ばして出席印を待ってはみたが、たいした効果もなく開催日を迎えた。 毎年のことな

がら、開催通知の方法や開催日、それに伴う事前の会場確保（参加人員予測）、さらに一番の

頭痛の種は若手無関心層の掘り起こしなど、他県同様、人集めには苦心した三年間であった。 

 誰かが、出席率を高める無駄（郵送費）のない方法は役員をたくさん任命しておくことだと

いっていたが、それも一理あるなと思った。 

 幹事支部（南信支部）として三年間をアップアップの状態でなんとかゴールしたが、持ち回

り制の長野県支部、来年は東信支部へバトンタッチ、正直なところ、ホッとしている。という

のが、偽らざる心境である。 

  

 

 



支部総会開催について 

日 時 平成 21年 11月 21日（土）午後 3時 

会 場 ＲＡＫＯ華乃井ホテル 

    長野県諏訪市高島 2-1200-3 

    TEL0266-54-0555 

総 会 15：00～ 

講演会 太田誠（前駒澤大学野球部監督） 

懇親会  

同窓会会費 3，000円 

懇親会会費 5，000円 


