
富山県支部 

 

支 部 長： 木島 信秋 きじま のぶあき（Ｓ50経・経済） 

事務局長： 平野 敏久 ひらの としひさ（Ｓ51経・経済） 

支部内同窓生数 １，１２３人 
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以下のとおり開催されました 

 

平成 30年度 富山県支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 11月 10日（土） 

    受付開始 14：30～ 

    総会   15：00～ 

    懇親会  17：00～ 

会場 ホテルグランテラス富山  富山市桜橋通り 2-28 ☎076-431-2211 

 

 

平成 29年度 富山県支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 11月 11日（土） 

    総 会 15：00～16：00 

    講演会 16：15～17：00 派遣講師 上野泰夫氏 

    懇親会 17：15～19：30 

会場 ホテルグランテラス富山 富山市桜橋通り 2-28 TEL076-431-2211 

 

＜開催報告＞ 

富山県支部の平成２９年度定期総会・講演会が１１月１１日（土）、ホテルグラン

テラス富山で開催された。約三十名の参加があり、懐かしく楽しいひとときを楽

しんだ。 

 総会には渡邊義弘駒澤大学同窓会常任副会長のご臨席を賜り、今年度の大学や

同窓会の状況等をお話しいただいた。その中で、１３０年記念棟が平成３０年３

月３０日に落慶されること、来年のホームカミングデイの懇親会はその１３０年

記念棟の食堂で行いたいことなどが報告された。また、卒業生の４人に１人、在

校生の３人に１人が女性である現状を踏まえ、女性部の活動の必要性も熱く語ら

れた。 

 講演会は上野泰夫アナウンサーのトークショー。秋田放送アナウンサー時代に

は「ズームイン朝」を担当し、私たちにもおなじみのアナウンサー。現在は日本

笑い学会の講師として全国で講演をされているそうだ。秋田弁を軽妙に使い、瞬

時に会場を温かい空気に包み込む話術に会場も笑顔にあふれた。アナウンサーの



具体的な読み間違いなどを例に、日本語の美しさを教えて頂いた。 

 その後の懇親会では、道前正光氏（ｓ３６禅学科卒）が作詞した相撲甚句を照

田敏久氏（ｓ４１英米文学科卒）が披露され、拍手喝采を浴びた。 

 

 

  

     派遣講師 上野泰夫氏        照田敏久氏（ｓ４１英米文学科卒） 

 

＜相撲甚句＞ 

それー駒大の 生い立ちを 甚句にとえばヨー 

文禄元年 学林が 禅の実践 建学に 行学一如の 産ぶ声を 

栴檀林と 名打って 幾星霜の 時を延べ 大学令の 命により 

駒澤大学と 改名し 広く門戸を 開かしめ 流転三界 風が吹く 

創立以来 四百年 スティーブジョブズもＡＩも 佛陀のテーゼに 基づいて 

 

＜大学の歴史を相撲甚句に寄せて＞ 

諸行無常の 理りを 人工知能も 生かしつつ 生死一如を 明らかに 

寛容協調 共有し 畏敬と感謝の 心持ち 奇想天外 なんのその 



グローバルに 目を開き 我が駒大の 友らがよ 守持せよ輝く この道程を 

希望に満ちた 絆得て 立山連峰に 日が昇る ああ善哉 善哉－大同圓 

                 平成 28年霜月吉日 

                 作詞 道前正光 Ｓ36禅学科卒、正法寺住職 

 

平成 28年度 支部総会のお知らせ 

日時 平成 28年 11月 20日（日） 

    総 会 15：00～16：00 

    講演会 16：15～17：00 津軽三味線 輝＆輝による演奏・歌 

    懇親会 17：15～19：30 

会場 ホテルグランテラス富山 富山市桜橋通り 2-28 TEL076-431-2211 

 

＜開催報告＞ 

 富山県支部の平成２８年度定期総会・講演会が１１月２０日（日）、ホテルグランテラ

ス富山で開催された。三十数名の参加があり、懐かしく楽しいひとときを楽しんだ。 

 総会には大場やすのぶ駒澤大学同窓会常任副会長のご臨席を賜り、今年度の大学や同窓

会の状況等をお話しになった。その中で、大学が資産運用で大きな損失を出した問題につ

いて間もなく借金を完済することが報告された。また東京都議会議員を務める大場氏から

注目の都議会の舞台裏もお聞きした。本県も注目を集める富山市議会の問題があり、参加

者は厳粛に耳を傾けていた。また、本部から勧告され、実質的な活動も始まっている女性

部を本支部内にも設置することが正式に承認された。女性部の代表には関徳美さんが就任

する。 

 講演会は輝＆輝による津軽三味線の演奏を楽しんだ。輝＆輝は本学国文科出身の白藤ひ

かりさんと国立音大出身の武田佳泉さんの女性デュオ。迫力ある津軽三味線で会場を圧倒

した。富山県の五箇山民謡「こきりこ節」も披露して頂き、喝采に包まれた。 

 今年は例年よりも多い６名の女性が参加し、賑やかな会となった。輝＆輝のお二人の華

やかなステージもあり、女性部元年を印象づける総会で会った。 



 

 

平成 27年度総会について 

日時 平成 27年 11月 21日（土） 

    受付開始 14：30～ 

    総会   15：00～ 

    総会終了後講演会  同窓会派遣講師 末 永 和 子 氏 

               演題「移民の国カナダの暮らしと、留学事情」 

    懇親会  17：00～ 

会場 ホテルグランテラス富山 

     富山市桜橋通り 2-28  ＴＥＬ076-431-2211 

 

平成２６年度総会開催について 

日時 平成２６年１１月２２日（土） 

    受付 14：00～ 

総会 15：00～ 

    懇親会 17：00～ 

会場 ホテルグランテラス富山 富山市桜橋通り 2-28 ＴＥＬ076-431-2211 

＜開催報告＞ 

平成 26 年度の富山県支部総会は 11 月 22 日(土)、ホテルグランテラス富山において開催しま

した。 

 総会は、木島信秋会長の挨拶に続き、同窓会本部より萩野虔一会長よりご挨拶いだいた 

後、議事に入り提出した議案は原案通り承認され、総会は終了しました。 

 講演会は、富山県立山カルデラ砂防博物館学芸課長の飯田 肇氏をお招きし、「立山に氷河

があった！－雪の壁から氷河まで－」の演題で、ヒマラヤ等と比較しながらの講演で、非常に



わかりやすく、参加者一同楽しく有意義な講演会となりました。 

 講演会の後、懇親会が開かれ本部よりご参加いただいた大森義明監査人のご挨拶や、26 年

３月卒業の西村君の自己紹介など、楽しい雰囲気のなか、終了しました。 

 写真は毎年 10 月に高岡古城公園で開催される(三日間夜中もずっと)、万葉集全 20 巻朗唱の

会に参加した同窓会メンバーです。 

 

 

平成 25年度富山支部総会のご案内 

日時 平成 25年 11月 23日（土） 

会場 ホテルグランテラス富山 富山市桜橋通り 2-28 TEL076-431-2211 

    総 会 15：00  

    講演会 16：00 講師 駒澤大学 廣瀬良弘 学長 

    懇親会 17：00 

 

平成 24年度富山県支部定期総会 名鉄トヤマホテル 4階瑞雲の間 

 日程： 平成 24年 11月 23日（祝） 

 総 会： 15:00～ 

 講演会（三遊亭遊馬氏）： 16:00～ 

 懇親会： 17:00～ 

 

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年度富山県支部総会のお知らせ 

日時 平成 23年 11月 19日（土）午後 2時～ 

会場 名鉄富山ホテル 4階 瑞雲の間 

    〒930-0004 富山市桜橋通り 2-28 TEL076-431-2211 



講師 西  修（駒澤大学名誉教授） 

   小野 寛（駒澤大学名誉教授） 

総会  14：00～ 

後援会 15：00～ 

懇親会 18：00～ 

 

平成 22年度富山県支部十周年記念総会・講演会・懇親会 

日時 平成 22年 10月 2日（土） 16：00～総会 

                17：00～講演会 

                18：00～懇親会 

場所 名鉄富山ホテル 富山市桜通り 2-28 TEL076-431-2211 

 

平成 21年度富山県支部総会開催について 

日 時 平成 21年 11月 21日(土)  

会 場 富山電気ビルディング 5階「大ホール」 

    〒930-0004 富山市桜橋通り 3-1 TEL076-432-4117 

講 師 中畑 清氏（プロ野球解説者） 

総 会 16：00～ 

後援会 17：00～ 

懇親会 18：00～ 

＜総会の報告＞ 

平成 21 年度の富山県支部総会は 11月 21日、富山電気ビル大ホールで開催された。大学か

ら清水文夫事務局長、唐沢晶子同窓会事務局係長をお迎えし、約 50 名の同窓生が事業・決算

などの議案を協議し、承認した。 

 事業報告では、10 月 10 日に開催された東都大学 OB 交歓ゴルフ大会で幹事校を務め、さら

にその大会で優勝を果たしたことが報告され、会場が祝福ムードにつつまれた。 

 事業計画では、十周年記念事業を開催することなどが予定されている。また、参加者から同

窓生のネットワークを広げる狙いで同窓生名簿を配ってもらえないかという質問があったが、

個人情報保護の観点から難しいという事務局の答弁。明確な目的・イベント等（卒業年度生で

同窓会を開く等）があれば、申請し許可されることも説明された。 

 総会に続いて中畑氏の記念講演会が開かれた。「熱き野球人生を語る－話も舌口調－」の演

題通り終始会場を沸かせ、自身の野球人生を熱く語った。会場には同窓生の他、小学生から大

学生までの野球部員など 300名を超える聴衆が集まり、中畑氏の話に耳を傾けた。講演の中で、

恩師長島茂雄監督、藤田元司監督、ライバル原辰徳選手、コーチ時代に指導した松井秀喜選手

とのエピソードを楽しく披露した。自らプロ野球の監督をやりたいという目標を口にし、闘志

を表に出す姿勢や目標を口に出すことの大切さを熱弁した。 

 講演会の後、懇親会が開かれ、100名の参加者が和やかなひとときを過ごした。 



広報担当 金川 円 

  


