
石川県支部 

 

支 部 長： 笠森 勇  かさもり いさむ（Ｓ37文・中国文） 

事務局長： 二口 智樹 ふたくち ともき（Ｓ51法・法律） 

支部内同窓生数 ６６８人 
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以下のとおり開催されました 

平成 30年度（第 29回）石川県支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 10月 27日（土） 

    総会 15：30～16：30 

    講演会 16：30～17：30 派遣講師 津軽三味線 輝＆輝 出演 

    懇親会 17：30～20：00 

会場 金沢東急ホテル 金沢市香林坊 2-1-1 TEL 076-231-2411 

 

＜開催報告＞ 

  

 

 

 

 



平成 29年度 石川県支部総会のご案内 

日時 平成 29年 10月 14日（土） 

    総 会 15：30～16：00 

    講演会 16：00～17：20 高橋文二 名誉教授 

    懇親会 17：30～20：00 

会場 金沢東急ホテル 金沢市香林坊 2-1-1 TEL076-231-3912 

 

＜開催報告＞ 

昨年は久々念願の能登での３回目、第２５回総会を開催することが出来ました。 

そして、今年の６月には昨年からの懸案でありました女子会をどうにか立上げ、次年度も６月

中頃を目途に第２回の女子会行う予定にしております。 

 今年で第２６回の総会を１０月１４日（土）本部副会長 吉田莞爾氏、講師 本学文学部名

誉教授 高橋文二先生にご出席いただき、少ない１５名の参加者でしたが、和やかに終えるこ

とができました。 

吉田本部副会長からは本部同窓会、抜粋した各支部の近況と大学の近況、中でも学生達の各

部活動について詳しく説明がありよく理解が出来ました。 

さらに開校１３０周年記念棟建設基金についての御礼と経過説明がありました、が今しばらく

の引き続きご支援の要請がありました。 

高橋先生のご講演は本題に入る前、駒大文学部入学と古典文学とりわけ「源氏物語」との関

わりなど自己紹介から始まり、演題「古典と現代」を先生のご用意されました古典資料を基に、

能登方面にあります「羽咋市気多大社とたぶの木」と日本書記の「古文書にありますたぶの木」

が歴史上深く関係していることを詳しく解説し、参加者はたいへん注目と興味を受けました。 

 最後懇親会は講演だけの方もいて少なくなりましたが、本間副会長の挨拶と乾杯で始まり雑

談に花が咲きました。最後田子幹事の閉めの挨拶、やはりズバリ正確な分析で駅伝解説をしな

がら滞り終宴となりました。 

二次会は二手に分かれましたがそれぞれの盛り上がったようです。    中島 

 

 

  
          

 



平成 28年度 石川県支部総会開催のご案内 

日時 平成 28年 10月 16日（日） 

    総 会 15：30～16：00 

    講演会 16：00～17：00 

    懇親会 17：00～19：30 

会場 輪島ねぶた温泉 海遊能登の庄 ＴＥＬ0768-22-0213 

当日、桂 文雀師匠（文化庁芸術祭賞 新人賞受賞）の落語があります。 

連絡先：二口事務局長、中島 

 

＜開催報告＞ 

総会 笠森支部長：今回は同窓の本間副会長を中心に念願の輪島で開催となりました。石川県

の地理的条件を考えると、参加者のブレーキとなっている面もあるが、「能登の庄」社長、大

向様には何かとご配慮いただき、心強く、助かりました。 

本部役員挨拶 岡林副会長：大学入試・同窓会の近況報告、女性会員の活動への期待、開校

130 周年記念棟建設募金、大学の資産損失に伴う返済状況、ホームカミングデーについて詳細

をお話いただいた。 

審議事項：すべて承認されました。 

講演（落語） 

派遣講師 桂 文雀師匠を招いての落語会開催。（本学法学部卒、第 70 回文化庁芸術祭賞大

衆芸能部門新人賞受賞） 

博識な話題を織り交ぜて、軽妙洒落な語り口を堪能しました。同窓生の家族、同日の宿泊者、

旅館の仲居さんにも楽しく聞いていただくことができました。 

   

 



平成 27年度（第 24回）石川県支部総会のご案内 

日時 平成 27年 10月 10日（土） 

    16：00～16：30 総会 

    16：30～    講演：塚本健二氏 本学同窓生 

（同窓会だより 46号 スペシャルインタビュー掲載） 

    終了後     懇親会 

【 総 会 の 報 告 】 

年々高齢化による事件、事故が多発しており、地方においてはこのことに関する講習などが

頻繁に行われております。一方政治、経済はと聞かれますと昨年とほぼ同様、国内・国際とも

不安要素多々ある中、我が国は中国と韓国に振り回されてきた一年で終わりそうな状況かと思

われます。 

 さて、我が駒大の近況について先般 10月 10日（土）石川県支部の総会にご出席いただきま

した松本部副会長のご挨拶の中で、本年 5月から 130周年記念棟建設が開始されて順調に工

事が進でおり、完成までの間 3年余りの不便は辛抱しなければなりません、また多額の負債問

題についても計画通り返済しており心配はないとのこと。部活動では吹奏楽部はじめ野球部、

バレボ－ル部、空手部部員、陸上競技部などなど活躍が目立ちました。 

議案審議では新年会から開始した活動と支部長同窓会本部総会出席報告、そして遅れている

本年度幹事の長野県支部信越ブロック会議開催などを中心に活動報告、会計から決算報告に続

き平成 28年度・活動及び予算の提案をしましたが、会員より積極活動を行うには 

活動費・通信費などにもう少し手厚く予算配分すべきだはないかとの注文が出た。 

また、今期は役員改選時ではありませんが事務局長及び会計監査を現役員事務局内で交代した。 

休憩後引続き久々の外部講師、塚本健二氏による演題「貴重な南極体験 伝えたい」を熱く

語って戴きました、まずは本校在学時代から講演が始まり、観測隊参加公募に挑戦お応募し書

類選考面接・訓練・身体検査などなど関門をくぐり抜け、第 55 次観測隊隊員に正式決定とな

り 1年の越冬隊で主として庶務・情報発信が任務ですが、食事の用意から片付けなど雑務全般、

その他雪上車の運転と資材運搬各種観測の補助、面白いところで気に入った者どうしで床屋を

する・ペンギン達とのふれあい・読書をする・各種機材で筋トレなどストレス解消も重要な行

動でした。ともあれ参加した最大の目的は何と言っても南極大陸の大自然に身を置きそれを体

感できたこと、そしてこの喜びは一生の宝物となりました。一方で、つくば市職員として、こ

の貴重な体験を市民の方々、特に小中学生中心に講演活動されておられるとのこと。われわれ

同窓生として誠に頼もしく思いをいたしました。 

また講演には映像を使い、解りやすく解説していただき大変有意義な１時間でした。 

後半の部、懇親会は笠森会長と松本本部副会長のご挨拶を戴き、本間副会長の乾杯で開始し

ました、少人数ながら「わいわい、がやがや」と楽しく、そして毎回ですが、田子幹事は今期

大学駅伝の予想解説を熱く語り盛り上げて戴きました。最後の締めは賀谷副会長の一本締めで

お開きとなり、あと二次会にほぼ全員移動となりました。 

                                                           以上、 



  

 

 

 

平成 26年度（第 23回）石川県支部総会のご案内 

日時 平成 26年 11月 22日（土） 

    16：00～17：00 総会 

    17：00～18：00 講演 石川県支部長 笠森 勇 

                「朝鮮通信使を世界遺産に」 

    18：00～20：00 懇親会  

会場 ANAホリデイ・イン金沢スカイホテル（旧金沢スカイホテル） 

会費 男性 7,000円、女性 5,000円 

担当 ： 事務局 田町 雄豊 

 

＜開催報告＞ 

開催報告  

総会は、笠森 勇石川県支部会長の挨拶に続き、同窓会本部の若月 道隆本部副会長よりご挨

拶をいただきました。 

その後議事に入り議案の承認をいただき総会を無事終了いたしました。 

 講演は、竹森 勇会長による [朝鮮通信使を「世界記憶遺産」に－韓国への旅から] 

と題してお話をいただきました。 

講演後、懇親会にて会員の交流をはかり閉会となりました。 



  

 

 

平成 25年度（第 22回）石川県支部総会のご案内 

日時 平成 25年 10月 26日（土）16：00～19：00 

     総 会 16：00～17：00 

     講 演 17：00～18：00 「ベトナムの旅路あれこれ」 

           講師 石川県支部長 笠森 勇 

     懇親会 18：00～20：00 

会場 金沢スカイホテル 16Ｆ「兼六」 金沢市武蔵町 15-1 TEL076-233-2235 

 

平成 24年度石川県支部総会 

日 時 平成 24年 11月 18日（日）15：00～18：30 

会 場 金沢スカイホテル 16F レインボー 金沢市武蔵町 15-1 TEL076-233-2235 

総 会 15：00～16：00 

懇親会 16：00～18：30 

 

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） 

 

石川県支部 20周年記念総会のご案内 

日時 平成 23年 9月 17日（土）14：00～20：30 

会場 金沢スカイホテル 18階「トップオブカナザワ」 

     金沢市武蔵町 15-1 TEL076-233-2235 



講師 駒澤大学陸上競技部監督 大八木弘明氏 

   元日本テレビアナウンサー 山下末則氏（インタビュー） 

後援 北国新聞社 

 

総会  14：00～16：20 

講演会 16：30～18：00 

懇親会 18：10～20：30 


