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以下のとおり開催されました 

 

令和元年度 支部総会のお知らせ 

日時 令和元年 6月 8 日（土） 

    総会  14：00～15：30 

    講演会 15：40～16：20  派遣講師 マジシャン なか。たつや氏 出演 

    懇親会 17：10～19：10 

会場 あすてらす 大田市大田町大田イ 236-4  TEL：0854-84-5500 

 

【開催報告】 

６月８日（土）、同窓会本部より渡邊義弘常任役員（副会長）のご出席をいただき、会

員２０名参加のもと令和元年度の総会を開催しました。渡邊副会長より、開校１３０周年

記年棟である種月館の概要、入学者数と同窓会運営経費との関係、同窓会の今後のあり方

などについて具体的にわかりやすくお話していただきました。 

今年度は役員改選の年で新宮支部長挨拶、平成３０年度事業報告、決算報告、監査報告

の後、役員改選が行われ、渡部卓史新支部長以下新役員が承認され、続いて令和元年度の

事業案・予算案が審議されました。本年度は、支部活動活性化方策の一つとして 

〇 支部を１６の地区に分け各地区単位での活動支援 

〇 支部女性会（駒美会）の活動支援 

を掲げ予算化しましたが、これについても承認されました。 

総会後は、マジシャンとして活躍されているなか。たつや氏のマジックショーに全員が

虜になりました。なか氏は観客である我々にマジックショーの一端を担わせ、巧妙な語り

口であっという間に会場を一つにされました。まさしく「絆」マジック、お陰さまで支部

会員の絆がより一層深まりました。 

懇親会は、日本海に面した旅館の庭でアワビ、サザエ、イカなど海の幸をふんだんに使

ったバーベキューパーティ、波の音、風の香りを感じながら酌み交わすビールの味は格別

で話もはずみ、ここでも更に絆が深まりました。お世話を頂いた大田地区の皆様に深く感

謝です。 

新体制になってはじめての総会で、至らない点も多々ありましたが、皆様のご協力で無

事終了することができました。 



 

 

 

平成 30年度 支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 6月 9日（土） 

    総会  14：00～15：00 

    講演会 15：10～16：10 派遣講師 津軽三味線デュオ 輝＆輝 出演 

    懇親会 17：00～19：30 

会場 ホテルニューウエルシア出雲 出雲市塩治有原町 2-15-1 ＴＥＬ0853-23-7388 

 

＜開催報告＞ 

平成 30 年度総会を終えて 

梅雨の晴れ間に島根県支部 30 年度総会を開催できた。5～6 人が所要が有ったり、急な葬

儀が入ったりして遅れて総会、講演会、記念写真撮影に間に合わなく懇親会からの参加と

なった。本部からお見えになるはずの副会長が総会にお見えにならない。どうも開催時間

の 2 時からを 4 時からと勘違いされたようだ。慌てた。 

総会は 1 時間たっぷりの熱気あふれる激論が乱れ飛んだ。一つは人事問題、二つ目は会計

処理のやり方三つめはプール金の使い道などであった。近々に役員会を開催して改善策を

練り直して欲しい旨の結論であった。 



話題変わって、輝＆輝の演奏は迫力があった。さすが、津軽三味線全国大会で何度も優勝、

準優勝を勝ち取っている二人だ。途中で感動の拍手が誰とも無く沸いた。泣いた人もいた。

アンコールにも気軽に応じてくれた。 

懇親会では総会の時の恩讐の彼方に全てを忘れ、例年の駒大グッズが全員に当たる抽選会

で大いに沸き、校歌、応援歌はブルーペガサス島根県支部代表が音頭をとり声高らかに幕

を閉じた。 

島根県支部事務局長 髙橋観山 

 

 

 

平成 29 年度 島根県支部 20 周年記念総会のお知らせ 

日時 平成 29年 6月 10日（土） 

    総会 14：00～15：00 

講演 15：20～16：20  派遣講師 太田 誠 氏 

    記念撮影 16：30～16：40 

    懇親会 17：00～19：30 

会場 松江ニューアーバンホテル 松江市西茶町 40-1 ＴＥＬ0852-23-0003 

＜開催報告＞ 

20 周年記念総会を振り返る 

本来は、昨年が２０周年に当たっていたが、石見部での参加者は例年少なく一年先送りし

て今年度、松江会場を２０周年記念総会とした。 

総会は 2～3 の質疑が交わされ、後、支部長からの挨拶、同窓会常任副会長の大場やすの

ぶ氏からの大学及び同窓会からの連絡事項が 

報告された。記念総会の講演者に相応しい太田 誠元野球部監督からの講演はまさに好演



で、奥様のご病気も「気」で回復に向かっている真に 

「身心一如」である。監督時代から現在に至るまで、多くの方との「縁」が取り持つ「出

会い」には素晴らしい言葉の数々が生きている。など多くの 

教えをいただいた。祝宴は宍道湖を一望する最上階で開催され、初代支部長の紫先生のご

発声のもと、恒例の大抽選会に一喜一憂大いに 

沸いた。最後は乗本県警本部長の応援団長の音頭の元、高らかに校歌、応援歌を熱唱。熱

気冷めやらぬ人たちは二次会に向かった。86 歳の紫先生の声量たっぷりの演歌には皆が

拍手喝采だった。上手い！ 

                                                     

事務局長  髙橋観山 

 

 

平成 28年度 島根県支部総会のお知らせ 

日時 平成 28年 6月 4日（土） 

    14：00～15：00 総会 

    15：20～16：20 落語 桂 竹丸 師匠 

    16：30～16：40 写真撮影 

    17：00～19：30 懇親会 

会場 浜田ワシントンホテルプラザ 浜田市黒川町 4177 TEL0855-23-7711 

 

＜開催報告＞ 

梅雨入り初日が総会の日と重なり、どんよりとした曇天、夕方からは雨になった。 

事務局長として、総会の司会者として、まず初めに苦言を呈せざるを得なかった。 



三年に一度の石見部での総会であったが、石見部からの出席者は総参加者数 

１８名の内４名しか参加がない、残りの１４名は出雲部からの出席であった。今後の 

対応を石見部からの参加者によくよくお願いしておいた。 

さて、総会は萩野会長のご挨拶が、わかりやすく、克明に大学の現状を知る事ができたが 

少々、長かった。審議事項では昨年と同様、特別会計にすればの案もあったが３００万 

の余剰金の処理だ。早急に、役員会を招集して、この案件についてのみ話し合うことになった。 

演芸では、桂 竹丸師匠にお願いしたが、小話、ギャグの連発に大笑の連続だった。 

宴会では石見部、出雲部の方々が久しぶりに交流することができた。抽選会では、駒大グッズに 

一喜一憂大いに沸いた。最後は恒例の校歌応援歌の斉唱、二次会では萩野会長のＡＫＢの 

曲も聞くことができた。                            事務局長 髙橋観山 

 

 

 

平成 27年度 島根県支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 27年 6月 6日（土）  

    14：00～15：00 総会 

    15：20～16：20 講演会：高岡 公 氏（元陸上競技部監督） 

    16：30～16：40 記念撮影 

    17：00～19：30 懇親会 

会場 出雲ロイヤルホテル 出雲市渡橋 831 ＴＥＬ0853-23-7211 

 

＜開催報告＞ 

小生のことながら、朝から嘔吐、下痢の最悪の体調の中、６月６日（土）２時～出雲ロイヤル



ホテルで昨年に続いて総会を開催することになった。活発な意見交換の中、現在抱えている諸

問題もあらわになった。活動が停滞していた折、多額にプールされていた寄付金の使い道がそ

うだ。ただ、今後の支部活動の在り方に対するあらゆる方途を早急に模索することになる。 

講演は元陸上部総監督高岡 公氏から「箱根駅伝の裏表」と題して、まさに、駅伝の裏話を教

えていただき興味深かった。監督、コーチ、選手のまさに三位一体、心技体の競い合いのよう

だ。 

今年から、抽選会を実施したが大変盛況で一喜一憂、楽しい一時を過ごすことができた。大学

を取り巻く皆さまから賞品の提供を願ったことも有り難かった。 

フイナーレは恒例のみんなが肩組みあっての校歌、応援歌斉唱、来年度への再開を約束し懇親

会を終えた。 

                             事務局長  髙橋 観山 

 

 

 



平成 26年度島根県支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 26年 5月 10日（土）14：00～ 

場所 サンラポーむらくも   松江市殿町 369   TEL0852-21-2670 

  総会 14：00～15：00 

  講演及び演芸 15：20～16：20  三遊亭 王楽 師匠 

  記念撮影   16：30～16：40 

  懇親会    17：00～19：30 

＜開催報告＞ 

5 月 10日（土）午後 2時より平成 26年度島根県支部総会が開催された。24名の会員 

が参集、同窓会本部より岡林副会長、大学より久保田副学長、ゲストとして三遊亭王楽師匠を

招いて、何と四年ぶりに開催された。支部長より総会冒頭、前事務局の怠慢が陳謝され、新事

務局長、若干の幹事の変更が承認された。会員からは多くの意見も飛び出し盛会裏に総会を終

えた。次の演芸では三遊亭王楽師匠のまさに、軽妙洒脱な語り口は会員皆を笑いの渦に包みこ

んでいた。 

記念写真の後、懇親会では出席した会員全員がお互いに近況を交換、職業を超えて和やかに時

を過ごし、終りに近い校歌、応援歌斉唱では、にわか応援団が壇上に現れ、声を限りに熱唱、

盛り上がる事が出来た。 

出席者の内 14 名が二次会にも参加し、岡林副会長、久保田副学長、三遊亭王楽師匠を招き、

懇親会で冷めきらない熱気をカラオケに託し、熱唱につぐ熱唱で盛り上がり来年度の再会を誓

った。 

島根県支部事務局長 髙橋 観山 

 

 

 

平成 22年度島根県支部総会 

日時 平成 23年 2月 19日（土） 13：00～ 



会場 三好家 益田市幸町 7-4 TEL0856‐23‐3448 

総会    13:00～13:30 

講話    13:40～14:00 駒澤大学学長 石井清純 

講演    14:00～15:00 中島匡博 氏  

ミニライブ 15:00～15:40 三遊亭 貴楽 師匠 

（写真撮影） 

懇親会   16:00～18:00 

 

支部総会開催について 

日 時 平成 21年 6月 27日(土) 14：00から 

会 場 ウエルシティ出雲 

    出雲市塩冶有原 2-16 TEL0853-23-7388 

総会  14：00～14：30 

講演  14：30～ 

駒澤大学総長 田中良昭先生「曹洞宗の特色」 

三遊亭遊馬氏（落語家 同窓生） 

懇親会 17：00～19：00 

 


