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以下のとおり開催されました 

令和元年度 兵庫県支部総会開催のお知らせ 

日時 令和 2年 2月 29日（土） 

    総 会 13：00～13：45 

    懇親会 14：00～17：30  派遣講師：なか。たつや氏によるマジックショー 

会場 神戸「東急ＲＥＩホテル」神戸市中央区雲井通り 6-1-5 ＴＥＬ078-291-0109 

 

＜開催報告＞ 

第１２回兵庫県支部同窓会は２月２９日（土）午後１時から、神戸三宮の「神戸三宮東急Ｒ

ＥＩホテル」にて開催しました。総会・懇親会には会員２１名と同伴者（在校生）２名の参加

と本部からは同窓会副会長の豆田繁治様、派遣講師「なか。たつや様」のご臨席を戴きました。 

 総会では、支部長の交代があり渡邊義弘支部会長（昭和３９年卒）から山本泰之事務局長（昭

和５１年卒）に引き継がれました。渡邊氏は設立以来２２年間勤めて頂きましたが、引き続き

顧問として同窓会を支えてもらいます。 

 ２時からの懇親会では、「なか。たつや氏」のマジックに魅了され参加者皆が不思議な顔

に？？？ 恒例の福引は今回も豪華景品が揃い会員、来賓の方にも喜んで戴きました。 

今回の総会は新型コロナウィルスの影響もあり参加者が減りましたが、兵庫県出身在校生２

名に参加して頂いたことは、今後の同窓会新規会員として期待できるのではと感じたところで

す。 

 

 

   

 

 



   

 

   

 

 

 

 



大阪府・兵庫県支部ゴルフコンペ及び懇親会開催案内 

開催日 平成 29年 10月 16日（月）～17日（火） 

ゴルフ 「三木セブンハンドレッド倶楽部」 

     三木市志染町大谷 217 ＴＥＬ0794-87-3131 

     山陽道三木東ＩＣから北へ 1Ｋｍ 

     スタート 8：00～  アウト・イン各 3組 

     料金 7,000円（昼食・ワンドリンク付）セルフプレー 

     ＊景品は同窓会から拠出します。 

懇親会 神戸製鋼保養所「ゆうなぎ荘」 淡路市岩屋 1833－4 ＴＥＬ0799-72-2175 

     ＊淡路ＩＣから西へ 3Ｋｍ 

     スタート 18：00（入場は 15：30～）温泉有り 

     費用 9,000円（朝食付） 

その他 8/31までに回答をお願いします。（担当 山本事務局長） 

 

支部設立 20周年（第 11回）記念総会開催のお知らせ 

日時 平成 30年 2月 10日（土） 

    総 会 13：00～ 

    落語会 14：00～ 派遣講師 桂 竹丸師匠 

    懇親会 15：00～17：30 

会場 神戸「東急ＲＥＩホテル」神戸市中央区雲井通り 6-1-5 ＴＥＬ078-291-0109 

 

＜開催報告＞ 

 兵庫県支部同窓会は本年で 20 周年を迎えました。設立記念となった第 11 回総会は 2 月 10

日（土）午後 1時から、神戸三宮の「神戸三宮東急ＲＥＩホテル」にて開催しました。総会・

懇親会には会員 29 名の参加と、本部からは同窓会会長の萩野虔一様、派遣講師の桂竹丸師匠

のご臨席を戴きました。 

 総会は、渡邊義弘支部会長（昭和 39 年卒）の挨拶に続き、萩野会長から大学、同窓会の近

況報告を戴きましたが、学校の経営に関しては感慨深いものを感じました。議事では、新役員

等が承認され、総会は無事終了しました。 

 2時からの記念講演では、桂竹丸師匠の落語を聞きましたが、駒澤大学ならではの小咄に拍

手喝采でした。その後の懇親会は、2年ぶりの再会で賑やかな宴会となりましたが、恒例とな

った福引では、年々豪華になった品物の獲得で皆大喜び、来賓の方にも喜んで戴きました。最

後に校歌を斉唱して 5時 30分にお開きとなりました。 

 



 

 

  

 

 

兵庫県支部第１０回記念総会のお知らせ 

日時 平成 28年 2月 13日（土） 

    13：00～ 総会 

    14：00～ 落語会 三遊亭 王楽 師匠 

    14：45～ 懇親会 

会場 神戸東急ＲEIホテル 神戸市中央区雲井通り 6-1-5  



＜開催報告＞ 

兵庫県支部同窓会第 10回総会は 2月 13日（土）午後 1時から、神戸三宮の「神戸三宮東急 

REIホテル」にて開催しました。総会・懇親会には会員 31名と会員家族 1名の参加、本部か

らは同窓会副会長の岡林憲昭様、派遣講師の三遊亭王楽師匠、また近畿ブロックから大阪・京

都・滋賀支部の支部長様以下 4名のご臨席を戴きました。 

 総会は、渡邊義弘支部会長（昭和 39 年卒）の挨拶に続き来賓の岡林副会長から大学、同窓

会の近況等を報告して戴いた後、議事へと進みすべて承認され無事終了しました。 

 2時からは、先ず三遊亭王楽師匠の落語を楽しみ堪能した後、大阪府支部長の土本昌秀様の

乾杯で懇親会へと移りました。恒例となりました委員が持ち寄った様々な景品の福引を行いま

したが、年々豪華な品物が増えてきており来賓の方にも喜んでいただきました。最後に校歌斉

唱して 5時 15分お開きとなりました。 

 

   

 

 

三遊亭王楽師匠 

 



支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 26年 2月 8日（土） 

    総 会 13：00～ 

    講演会 13：45～ 

    懇親会 15：00～ 

会場 神戸東急イン 神戸市中央区雲井通り 6-1-5 

 

＜兵庫県支部同窓会総会報告＞ 

 兵庫県支部同窓会第 9回総会は 2月 11日（土）午後 1時 30分から、神戸三宮の「神戸東急

イン」にて開催しました。当日は前夜からの雪で開催が危ぶまれましたが、但馬から 2名の欠

席はあったものの会員 26名と会員家族 1 名、本部からは同窓会会長の越後宏允様、派遣講師

の輝＆輝様、また近畿ブロックから大阪・奈良・和歌山支部の支部長様以下 6 名、合計 37 名

の出席となりました。 

 渡邊義弘支部会長（昭和 39 年卒）による開催挨拶に続き、来賓挨拶として越後会長様から

大学、同窓会の近況等を報告して戴いた後、総会に進みましたが議案のすべてが承認され無事

終了しました。 

 午後 2時 30分からの懇親会は、越後会長による乾杯の後、「輝＆輝」様の津軽三味線の演奏

を拝聴しましたが、会員のほぼ全員が津軽三味線を聞くのは初めてのことで三味線の音色、撥

捌きに酔いしれてしまいました。懇親会の終盤には恒例となりました「くじ引き」を行いまし

たが、これは会員が持ち寄った様々な景品を参加者分に分けて、順番に「くじ」を引き何が当

たったかを披露した後、各自の近況報告を行うという余興です。年々豪華な品物が増えていま

す。これには来賓の方及び近畿ブロックの 9名も参加して戴きました。最後に校歌を斉唱して

午後 5時 30分お開きとなりました。 

 兵庫県同窓会は総会以外では、ゴルフコンペ（大阪支部協同）、観桜会等を開催しています

が、今年は現在放映中のＮＨＫ大河ドラマ黒田官兵衛の出身が姫路・加古川であることからこ

の地を巡るツアーを企画中です。駒大ホームページで開催案内をお知らせしますのでご参加お

願いします。 



 

 

 

 

 

第 8回兵庫県同窓会支部総会（支部設立 15周年）開催のお知らせ 

日時 平成 24年 2月 11日（土）午後 1時より 5時 30分まで 

場所 神戸東急イン 神戸市中央区雲井通 6－1－5 

    午後 1時より 1時 45分まで 総会 

    午後 1時 45分より 3時まで 記念講演会 

    午後 3時より 5時 30分まで 懇親会 

講師 香田誉士史氏 



 

 

支部総会開催のお知らせ 

日時  平成 22年 2月 13日（土）12：30～受付開始 

     総 会  13：00～13：45 

     講演会  13：45～14：45 講師 石毛宏典氏 

（昭和 54年経営学部卒。元西武ライオンズ選手） 

     懇親会  15：00～17：30  

          ※会員からの景品提供により「福引大会」を行ないます。（2/5締切） 

会場  神戸東急イン （TEL078-291-0109） 

      神戸市中央区雲井通 6-1-5 

 

＜開催報告＞ 

 兵庫県同窓会第 7回総会は 2月 13日（土）午後 1時から、神戸三宮にある「神戸東急イン」

にて開催されました。当日は大学側から総長の田中良昭様と同窓会事務局の臼倉新次郎様、記

念講演を戴いた OB の石毛宏典様の 3名に、会員 30名と家族会員 3名の合計 36 名が参加しま

した。 

 1 時からの総会は、渡邊義弘支部会長（昭和 39 年卒）の挨拶に始まり、事業報告・決算報

告・役員改選・次年度事業計画・予算案と進み、すべてが承認され無事終了しました。総会後

に田中総長から大学の近況を報告して戴きましたが、校舎の増築・改築による大学近隣の変化

等の説明には懐かしさと時代の流れを感じさせられました。 

 2 時過ぎから石毛宏典様（昭和 54 年卒）から記念講演を拝聴しましたが、野球に懸けてき

た生きざまと、独立リーグの立ち上げの意義と信念は迫力満点で圧倒される思いでした。 

 3 時 15 分からは懇親会を行いました。会食の途中から恒例となりました「くじ引き」をし

ましたが、これは会員が持ち寄った様々な景品を出席者分に分けて、各自が「くじ」を引き何

があたったかを披露した後、各自の近況報告を行うという余興です。年々豪華な品物が増えて

います。これには来賓の 3名も参加して戴きました。 



 これも恒例となりましたが、駒大で応援団長をされていた村上博生先輩（昭和 35 年卒）の

エールによる校歌を斉唱して 5時 30分にお開きとなりました。 

 兵庫県同窓会は総会以外では、プロ野球観戦（スカイマークスタジアム）、観桜会を開催し

ていますが、今回からは駒大ＯＢの三浦俊也様が監督をされているＪリーグのヴィッセル神戸

を応援する企画を新たに計画します。駒大ホームページで開催案内をお知らせしますのでご参

加お願いします。 

 


