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以下のとおり開催しました 

平成 30年度 新潟県支部総会開催のおしらせ 

日時 平成 30年 11月 17日（土） 

    講演会 11：00～12：00 本学教授 姉歯 暁 教授 

    総 会 12：00～13：00 

    懇親会 13：15～15：15 派遣講師 津軽三味線 輝＆輝出演 

会場 ホテルハイマート 上越市中央 1-2-3 ☎ 025-543-3151 

 

＜開催報告＞ 

平成30年11月1７日、第１０回駒澤大学同窓会新潟県支部総会を上越市で開催しました。

総会に先立ち経済学部教授姉歯暁先生から新潟県の集落活性化事業に応募され、ゼミの学生と

一緒に佐渡で活躍された様子を「佐渡市羽茂大崎集落で過ごした 2 年間、そして今」と題し

てご講演を頂きました。活動の様子や成果、この事業の有効性などをわかりやすくお話いただ

きました。 

さらに今年は特別ゲストとして、津軽三味線奏者「輝＆輝」のお二人をお迎えし、コンサー

トを開催しました。地域の方にもお声がけし来ていただき、アットホームな雰囲気で演奏とト

ークを楽しむ事が出来ました。 

総会では駒澤大学同窓会常任副会長豆田繁治様よりご祝辞を賜り、続いて議事に入り滞りな

く各議案を承認し総会を終了しました。 

総会後の懇親会では講師の姉歯先生、豆田常任副会長にもご参加いただき、50歳以上の年

の差を越え、2０名の同窓生は楽しいひと時を過ごしました。姉歯先生からはその後の 2次会

にもご参加いただき 8 年間過ごされた、新潟のお話を楽しく聞く事が出来ました。最後にな

りましたが遠路、親鸞ゆかりの地越後直江津の地にお越し頂いた姉歯暁先生、豆田同窓会常任

副会長、「輝＆輝」のお二人に心から感謝申し上げるとともに、総会の成功を支えて頂いた同

窓会事務局に御礼申し上げます。総会で承認された役員は下記のとおりです。 

会 長 藤木 篤典 （昭和 40年 社会） 

副会長 田浪 龍一 （昭和 36年 地理） 

副会長 和田 良栄 （昭和 47年 社会） 

副会長 清水 恵子 （昭和 56年 国文） 

副会長 堀  辰巳 （昭和 59年 経営） 

副会長 古川 真丈 （昭和 61年 仏教） 

                           （敬称略、卒年順） 



 

 

平成 28年度 新潟県支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 28年 11月 12日（土） 

    受付開始 10：30～ 

    講演会  11：00～ 地理学科教授 橋詰直道先生 

    総会   12：00～ 

    懇親会  13：00～ 

会場 長岡グランドホテル 長岡市東坂之上町 1-2-1 ＴＥＬ0258-33-2111 

連絡先 渡辺豊 事務局長 

＜開催報告＞ 

平成 28 年 11 月 12 日第 9 回駒澤大学同窓会新潟県支部総会を長岡市で開催しました。

総会に先立ち駒澤大学文学部地理学科教授橋詰直道先生から「チョコレートと田園都市」

と題してご講演を頂きました。田園都市の成り立ち、英国の田園都市はガーデンシティで

あり、広い田園の中に職場と住居が一緒に存在し、アフターファイブや休日を有意義に過

ごす事が出来る事。しかし日本の田園都市は単なるベットタウンでしかなく、本来の田園

都市とは違うことをわかりやすく語っていただきました。先生は講演に先立ち 130 周年

記念棟の建設状況等も映像で紹介されました。 

総会では駒澤大学同窓会会長萩野虔一様よりご祝辞を賜り、続いて議事に入り滞りなく

各議案を承認し総会を終了しました。今総会の特徴は 6 月の女性のつどいの参加者が 6

人、参加者の友達が 3 人、計 9 人の女性が参加したことです。今後この方々を役員、幹

事にお迎えし、更には清水女性部会長を副会長に選出し、活発な支部活動の展開を決意し

た今総会でした。 

引き続き懇親会に入り、50 歳以上の年の差を越え、更には 50 年ぶりに恩師に再会した

教え子がいたりして、25 名の同窓生は楽しいひと時を過ごしました。最後になりました

が遠路、越後長岡の地にお越し頂いた萩野同窓会長、橋詰直道先生に心から感謝申し上げ



るとともに、総会の成功を支えて頂いた同窓会事務局に御礼申し上げます。総会で承認さ

れた役員は下記のとおりです。 

会 長 藤木 篤典 （昭和 40 年 社会） 

副会長 田浪 龍一 （昭和 36 年 地理） 

副会長 和田 良栄 （昭和 47 年 社会） 

副会長 清水 恵子 （昭和 56 年 国文） 

副会長 堀  辰巳 （昭和 59 年 経営） 

副会長 古川 真丈 （昭和 61 年 仏教） 

 

 

新社会人歓迎の集いのお知らせ 

日時 平成 28年 6月 5日（日）13：00～ 

会場 国営越後丘陵公園（長岡市） 

＊ウエルカムゲート（公園入り口）集合  

                           

平成 27・28 年駒澤大学・同大学院を卒業された皆さん 新潟県支部では上記の通り「新

社会人歓迎の集い」を開催します。参加された皆様にささやかなプレゼントをご用意して

います。 

入園料金と駐車料金は同窓会で負担いたします。初夏の一日、丘陵公園のバラの花の香り

を楽しみませんか。団体で入園します。入り口で同窓会役員がお待ちしています。 

尚、当日は「女性の集い」と併催です。 

                              



平成 26年度新潟県支部総会のお知らせ 

日時 平成 26年 11月 8日（土）   

    受付時間 10：30～ 

    講演会  11：00～ 

    総会   12：00～ 

    懇親会  13：00～ 

会場 万代シルバーホテル 新潟市中央区万代 1-3-30 TEL025-243-3711 

 

＜開催報告＞ 

平成 26 年 11 月 8 日第 8 回駒澤大学同窓会新潟県支部総会を新潟市で開催しました。総会

に先立ち駒澤大学文学部歴史学科教授久保田昌希先生から「越後の戦国時代」と題してご講演

を頂きました。謙信、信玄を縦糸に、今川義元を横糸として相模、駿河、信濃、越後を舞台と

した戦国時代をダイナミックに語っていただきました。上越地区から参加した同窓生は「私の

住んでいる地名や寺院の名前が出てわくわくしました」と話していました。 

今総会を迎えることなく亡くなられた諸先輩のご冥福を祈り黙祷をささげ総会議事に入り

ました。駒澤大学副学長久保田昌希先生よりご祝辞を賜り、鈴木同窓会事務局長からは県出身

卒業生の動向等をお話いただきました。続いて議事に入り滞りなく各議案を承認。特に大学の

130 周年事業に県支部として、また卒業生として協力すること決議して総会を終了しました。

総会で選出された次期役員は下記の通りです。 

会 長 藤木 篤典 （昭和 40 年 社会） 

副会長 田浪 龍一 （昭和 36 年 地理） 

副会長 押見 義弘 （昭和 38 年 歴史） 

副会長 阿久津 文雄（昭和 42 年 地理） 

副会長 古川 真丈 （昭和 61 年 仏教） 

引き続き懇親会に入り、50 歳以上の年の差を越え、32 名の同窓生は楽しいひと時を過ごし

ました。懇親会終了後、歴史学科の卒業生は講師の久保田先生と二次会場へ移動して、学生時

代に戻って楽しいひと時を過ごしたそうです。 

最後になりましたが遠路、柳都新潟の地にお越し頂いた久保田昌希先生、同窓会事務局長鈴

木廣様に心から感謝申し上げるとともに、総会の成功を支えて頂いた同窓会事務局に御礼申し

上げます。 

 



 

 

 

駒澤大学出身新潟県教職員同窓会 

日時 平成 25年 10月 26日（土）10：20～14：00 

会場 新潟第一ホテル（新潟市中央区花園 1-3-12） 

    TEL025-243-1111 

   10：00～ 受付 

   10：20～ 開会 

   10：30～ 大学の説明 

        講演 駒澤大学総合教育研究部 教授 小川 隆 先生 

   11：30～ 総会 

   12：00～14：00 懇親会 

 

平成 24年度新潟県支部教職員同窓会 

日 時 11月 17日（土）10：20～ 

会 場 新潟第一ホテル 新潟市中央区花園 1-3-12 TEL025-243-1111 

会 費 懇親会費 5,000円 

講 師 駒澤大学仏教学部 教授・図書館長 奥野光賢 教授 

    10：30～ 

総 会 11：30～ 

懇親会 12：00～14：00 

＜総会の報告＞ 

平成 24 年度駒澤大学出身新潟県教職員同窓会総会が 11月 17日、新潟第一ホテルで開催さ

れました。今年度は大学から仏教学部教授で図書館長をお勤めの奥野光賢先生をお迎えし「宗

教教育私見」と題し講演していただきました。大学での「仏教と人間」の授業を通して見えて



きた宗門立大学での宗教教育や公立学校での教育について示唆に富むお話でした。 

この会は昭和 40 年から始まり間もなく半世紀になろうとしています。駒澤出身の教職員の

親睦だけでなく、卒業生を新潟県の教職員に迎えるべく活動してきました。しかし一時は 60

人を超える参加者がありましたが、少子化の影響から採用者も減少し、本会も高齢化の道をた

どっています。総会でも参加会員の若返りが話題となりました。 

引き続き懇親会に入り、16名の現職、OBの先生方が、35歳の年の差を越え楽しいひと時を

過ごしました。懇親会終了後も参加者はまだ去りがたく、二次会場へ移動して時を過ごしまし

た。最後に遠路、新潟の地にお越し頂いた奥野先生には心から感謝申し上げるとともに、総会

の成功を支えて頂いた同窓会事務局に御礼申し上げます。 

 

 

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） 

 

新潟県支部第 7回総会開催について 

日時 平成 24年 5月 19日（土） 

    講演会 11：00～12：00 

    総会  12：00～12：45 

    懇親会 13：00～15：00 

会場 ホテル ハイマート  上越市中央 1-2-3 TEL025-543-3151 

講師 駒澤大学 医療健康科学部教授、保健管理センター所長 吉川宏紀先生 

＜開催報告＞ 

平成 24年 5月 19日駒澤大学同窓会新潟県支部総会を開催しました。総会に先立ち駒澤大学

医療健康科学部教授吉川宏起先生から「アンチエージング（健康寿命を延ばす）の実施」と題

してご講演を頂きました。「人は飢餓に耐えるように出来ている。今の飽食の時代は逆に人の



寿命を縮める」「よく噛むことは脳の満腹中枢を刺激して過食を防ぐ」「貯金より貯筋。筋肉を

鍛えることは基礎代謝量を上げ、肥満の防止といつまでも活動的に暮らせる身体を作る」など

示唆に富むお話でした。 

総会に先立ち、昨年不慮の事故で亡くなられた笹岡良行前会長の冥福を祈り黙祷をささげま

した。続く総会では昨年駒澤大学同窓会常任役員副会長の田中大孝様より、笹岡前会長の思い

出をまじえ同窓会のこれからをお話いただきました。次に藤木会長を議長に選出し、議事に入

り各議案を承認し無事総会を終了しました。次期役員は下記の通りです。 

会 長 藤木 篤典 （昭和 40年 社会） 

副会長 田浪 龍一 （昭和 36年 地理） 

副会長 押見 義弘 （昭和 38年 歴史） 

副会長 阿久津 文雄（昭和 42年 地理） 

副会長 古川 真丈 （昭和 61年 仏教） 

引き続き懇親会に入り、50 歳の年の差を越え、27 名の同窓生は楽しいひと時を過ごしまし

た。懇親会終了後も参加者はまだ去りがたく、講師の吉川先生ともども二次会場へ移動して楽

しいひと時を過ごしました。 

最後に遠路、上越直江津の地にお越し頂いた田中大孝同窓会副会長様、吉川宏起先生に心か

ら感謝申し上げるとともに、総会の成功を支えて頂いた同窓会事務局に御礼申し上げます。 

 

 


