
福井県支部 

 

支 部 長： 文珠四郎 博 もんじゅしろう ひろ（Ｓ46法・法律） 
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平成 29年度福井県支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 4月 15日（土） 

    16：00～ 年次総会 

    17：00～ 記念講演 講師 津軽三味線デュオ 輝＆輝 

    18：00～ 懇親パーティー 

会場 福井フェニックスホテル 福井市大手町 2-4-18 ＴＥＬ0776-21-1800 

 

以下のとおり開催されました 

 

平成 28年度福井県支部総会のお知らせ 

日時 平成 28年 4月 16日（土） 

    16：00～ 年次総会 

    17：00～ シャンソン歌手 黒木悦子さんによる歌 

    18：00～ 懇親パーティー 

 

＜開催報告＞ 

４月１６日(土)午後４時より福井フェニックスホテルにおいて、平成２８年度福

井県支部の年次総会を開催しました。 

 総会は、文珠四郎会長の挨拶の後、ご臨席いただきました駒澤大学同窓会常任

副会長の豆田重治様よりご挨拶と合わせて駒澤大学の近況についてお話を伺いし

ました。 

 続いて議事に入り、議案は原案どおり承認され、任期満了に伴う役員改選では、

会長は文珠四郎博氏が再選、副会長は道端実雄氏と久我伸孝氏が再選され総会は

終了しました 

 記念講演は、久方ぶりにシャンソン歌手の黒木悦子氏をお招きし、同窓生のＦ

ＢＣ福井放送の重盛政史氏がインタビュアーとなり、トーク＆シャンソンショー

として開催、終わりに現在福井で活動されている広瀬哲朗氏のイベント企画の告

知もあり、有意義な時間を過ごしました。 

 引き続き懇親パーティーに移り、ご来賓としてご臨席いただいた大本山永平寺

副監院の小原一孝様からご祝辞と乾杯の発声があり、豆田同窓会常任副会長、講

師の黒木悦子氏も加わっていただき、和やかな雰囲気の中で懇親を深めることが

できました。 

 最後に応援会の斉唱、道端副会長の三本締めをもって懇親会を終えました。 

 



 

 

平成 27年度福井県支部総会のお知らせ 

日時 平成 27年 4月 18日（土） 

    16：00～ 総会 

    17：00～ 講演会：若田部健一氏 『私の野球人生』 

    18：00～ 懇親パーティー  

場所 福井フェニックスホテル 福井市大手 2-4-8 ＴＥＬ0776-21-1800 

 

<開催報告＞ 

４月１８日(土)午後４時より、福井市内の福井フェニックスホテルにおいて、福井県支部

の平成２７年度総会を開催しました。 

 総会は、文珠四郎会長の挨拶に続き、ご臨席いただきました駒澤大学同窓会会長の萩野

虔一様よりご挨拶と合わせて駒澤大学の近況についてお話を伺いしました。続いて議事に

入り、提出した議案は原案どおり承認され、総会は終了しました 

 講演会は、元福岡ダイエーホークスで投手として活躍された若田部健一氏をお招きし、

「私の野球人生」の演題で、駒澤大学野球部時代やプロ野球時代で得られた体験をもとに

話をお聞きすることができ、有意義な講演会となりました。 

 引き続き懇親パーティーに移り、ご来賓としてご臨席いただきました大本山永平寺監院

の佐藤好春様のご祝辞があり、萩野虔一同窓会会長、講師の若田部健一氏にも加わってい

ただき、和気あいあいの中で懇親会を開催することができ、滞りなくすべてのスケジュー

ルを終了することができました。 



 

  

        総 会              派遣講師 若田部健一氏 

 

 

 

平成 26年度福井県支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 26年 5月 24日（土） 

場所 福井フェニックスホテル 福井市大手 2-4-18 TEL0776-21-1800 

    16：00～ 年次総会 

    17：00～ 記念講演会 講師 駒澤大学野球部前監督 太田 誠 氏 

    18：00～ 懇親パーティー 

＜開催報告＞ 

5 月 24 日(土)午後 4 時より、福井市内の福井フェニックスホテルにおいて、福井県支部の平

成 26年度総会を開催しました。 

 総会は、文珠四郎会長の挨拶に続き、駒澤大学学長の廣瀬良弘様及び同窓会副会長の渡邊義

弘様よりご挨拶をいただいた後議事に入り、提出した議案は原案どおり承認され、任期満了に

伴う役員改選では、会長は文珠四郎博氏が再選、副会長は道端実雄氏が新任、久我伸孝氏が再



選され、総会は終了しました 

 講演会は、元駒澤大学硬式野球部の太田誠氏をお招きし、「中興の祖・藤田俊訓学監を語る」

の演題で、野球の話を織り交ぜながら藤田学監との出会いなどをお聞きすることができ、有意

義な講演会となりました。 

 引き続き懇親パーティーに移り、ご来賓としてご臨席いただきました大本山永平寺監院の佐

藤好春様のご祝辞があり、廣瀬学長、渡邊副会長、講師の太田誠氏、北信越ブロックの皆さん

にも加わっていただき、賑やかな懇親会を開催することができました。最後に校歌と応援歌の

斉唱を行い、和気あいあいの中で懇親会を終えました。 

  

 



 

 

平成 25年度年次総会の開催について 

日時 平成 25年 4月 20日（土） 3時 

場所 福井フェニックスホテル 

    福井市大手 2-4-18 TEL0766-21-1800 

＜開催報告＞ 

4月 20日(土)午後 3時より、福井市内の福井フェニックスホテルにおいて、同窓会員 21名が

出席して福井県支部の平成 25年度総会を開催しました。 

 総会は、文珠四郎会長の挨拶に続き、駒澤大学同窓会常任副会長の萩野虔一様よりご挨拶を

いただいた後議事に入り、平成 24年事業報告及び収支決算、平成 25年事業計画案及び収支予

算案は原案どおり承認され、駒澤大学同窓会会長候補者推薦については、駒澤大学同窓会事務

局の唐澤晶子係長より議案の説明をしていただき、会長候補者推薦は文珠四郎会長に一任する

ことで了承され、総会は終了しました。 

 講演会は、元オリックス・ブルーウェーブ監督の石毛宏典氏をお招きし、「野球にかける想

い」の演題で熱烈なる意気込みを語っていただき、有意義な講演会となりました。 

 引き続き懇親パーティーに移り、ご来賓としてご臨席いただいた大本山永平寺、丸子副寺老

師のご祝辞があり、萩野任副会長、唐澤係長、石毛宏典氏にもご参加いただき、和やかな雰囲

気の中で懇親を深めることができ、応援歌の斉唱、田原顧問の三本締めをもって懇親会を終え

ました。 



  

 

 

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 24年度福井県支部総会 

日時 平成 24年 4月 7日（土） 

    16：00～ 年次総会 

    17：00～ 講演会：元横浜ベイスターズ監督 大矢明彦氏 

    18：00～ 懇親会 

会場 ピリケン本店（足羽川堤防沿い） 

    福井駅より車で 3分 

    福井市つくも 1-5-28 TEL0776-36-3536 



連絡先 事務局長 松原道一 TEL0776-36-2107 

 

＜開催報告＞ 

去る 4月 7日（土）に平成 24年度福井県支部総会を福井市内の「ピリケン本店」にて同窓会

員 26名が参加して開催しました。 

 総会には、駒澤大学同窓会副会長の渡邊義弘氏にご臨席いただき、駒澤大学並びに同窓会の

現状についてお話を伺いました。続いて議事に入り、提出された議案はすべて原案どおり承認

され、任期満了に伴う役員改選では文珠四郎会長が再任され、辞任した松原副会長の後任とし

て小林謙一が選任され、総会は終了しました。 

 講演会は、元横浜ベイスターズ監督で野球評論家の大矢明彦氏より、野球人生を通じて得ら

れた体験をもとに、貴重なお話を聞くことができた有意義な講演会でありました。 

 引き続き懇親会に移り、福井県支部の池野顧問のあいさつ、ご来賓としてご臨席いただいた

大本山永平寺、佐藤副寺老師のご祝辞があり、現在福井県で活動されている元日本ハムファイ

ターズの広瀬哲朗氏も加わり、和気あいあいのなかでの懇親会を開催することができました。 

 最後に全員で校歌、応援歌の斉唱を行い、和やかなひとときを過ごすことができた年次総会

となりました。 

 

平成 23年度福井県支部総会 

日時 平成 23年 4月 16日（土）  

16：00～ 年次総会 

17：00～ 講演・懇親会 

会場 ピリケン本店（福井駅より車で 3分） TEL0776-36-3536 

担当者（連絡先） 事務局長 松原 TEL0776-36-2107 

 

 
＜開催報告＞ 

去る 4月 16日（土）に福井県支部総会を全国桜の名所 100選にも挙げられている、福井市内

の足羽川堤防沿いの「ピリケン本店」にて満開の桜の元に開催致しました。 

（支部参加者 22名） 

 当日の総会に先立ち、出席者全員で、先の 3月 11 日に起きた東日本大震災において被災され

た多くの方々のご冥福をお祈りし、哀悼の意を込め黙祷を捧げました。 

 総会には同窓会会長の越後氏の出席をいただき、大学の現状そして東日本大震災に対する大学

及び同窓会としての今後の対応など色々なお話を伺いました。また、この総会において福井県支



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

支部設立 10周年記念総会開催について 

日 時 平成 22年 1月 23日（土） 

会 場 ホテルフジタ福井 

    福井市大手 3丁目 12-20 

    TEL0776-27-8811 

支部総会 15：30～ 

記念講演 17：00～  講師 中畑 清氏 

懇親会  18：00～ 

連絡先 事務局長 松原 道一 

＜開催報告＞ 

福井県支部設立十周年記念大会を終えて    

事務局長 松原道一 

 去る一月二十三日の土曜日、小雪が時おり舞う中、野球解説者の中畑清氏を迎えて設立十周



年の記念大会を開催しました。中畑氏にご来福戴くことは、設立当初よりの執行部の念願であ

りましたが、この度、富山県支部、木島会長さんの御協力を得て十年目にして漸く福井へ来て

いただきました。正午過ぎに福井駅に到着された中畑氏を田原会長や同窓生でもある FBC福井

放送の重盛アナウンサーなどがお迎えし、昼食を摂り、先ずは午後二時から福井市西体育館で

少年野球八チーム、百数十名を招待しての野球教室を開催しました。巨人軍のユニホームを身

に着けての中畑氏の熱血指導に少年野球の子どもたちは勿論のこと、指導者や集まった保護者

も大感激の一時間三十五分でした。次に講演会場であるホテルフジタ福井へ移動後、シャワー

を浴びていただき、FBC福井放送によるインタビューと続き、午後 5時からはいよいよ記念講

演、会場いっぱいに集まった同窓生を含めて二百有余名の参加者が中畑氏のリズム・テンポ・

話題性・魅力・迫力のある講演に時間の経つのを忘れて聞き入りました。特に地元の北陸高校

野球部の選手たちにとってはプロ野球界の現実を知り、中畑氏の力強い講演を聞いて今後、プ

ロの選手を目指す励みになったのではないかと思います。是非ともプロの選手の出現に期待し

たいものです。さて、締めくくりは、午後六時からの懇親会ですが、中畑氏のファンも含めて

六十二名が重盛アナウンサーのリードの下、「まるで中畑さんのディナーショーみたいで楽し

かった！」と口を揃えて言うほど、中畑氏の素晴らしい歌声や絶妙の会話に最高の盛り上がり

を演出したパーティーでした。参加した人たちにとっては、きっといつまでも忘れない楽しき、

良き思い出になったことと思います。 

最後に十周年の大会を振り返って言えることは、「中畑さん、野球教室に、講演会に、懇親会

にと本当に本当に有り難うございました！」という一語に尽きます。 

 


