
北海道 道北・旭川支部 

 

支 部 長： 谷越 龍生 たにこし たつお （Ｓ50経・経済） 

事務局長： 大里 裕司 おおさと ゆうじ （Ｓ57文・地理） 

支部内同窓生数 ３７９人 
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以下の通り開催されました 

平成 30年度道北・旭川支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 10月 20日（土） 

    開催日時（時間変更あり） 

総 会 14：30～15：30 

講 演 16：30～17：30 派遣講師 黒木悦子氏 

懇親会 18：00～20：00 

会 場 旭川トーヨーホテル 旭川市 7 条通 7-32-12  TEL.0166-22-7575 

＜開催報告＞ 

10 月 20 日（土)快晴 旭川トーヨーホテルにおいて総会を開催し、続いて黒木悦子さんをゲ

ストに迎え、チャリティ一コンサート「シャンソンの夕べ」を開催致しました。支部総会では、

平成 29 年度の事業報告および決算報告、新年度の行事予定等々を全会一致で可決し終了致し

ました。続いてご出席いただいた若月道隆同窓会副会長より、大学の現状及び同窓会としての

今後の取り組み等々についてお話を賜り、貴重な情報を頂きました。 

その後、支部主催のチャリティコンサート「シャンソンの夕べ」と題して、黒木悦子さんを迎

え開催致しました。すばらしい歌声と語りで、アンコールもあり、70 名以上の聴衆を完全に

魅了しました。 

来場者からはとても良かったとのお言葉をもらい、主催者としても喜んでいます。尚、収益金

の中から旭川市に寄付したことを書き添えます。 

若月道隆同窓会副会長そして同窓会本部の応援に感謝申し上げ、総会の報告と致します。 

支部長 谷 越 龍 生 

 

  



 

 

平成 29年度道北・旭川支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 10月 21日（土） 

    総会  13：30～14：45 

    講演会 16：00～17：00  派遣講師 輝＆輝 出演 

    懇親会 17：30～19：00 

    2次会 20：00～ 

会場 花月会館 旭川市 3条通り 7丁目 TEL0611-22-1101 

＜開催報告＞ 

10 月 21 日（土）快晴、旭川市花月会館において総会を開催し、続いて輝&輝をゲストに

迎えチャリティ演奏会を開催しました。支部総会では、平成 28 年度事業報告および決算

報告および役員の改選等を全会一致で可決し終了しました。続いてご出席いただいた渡邊

義弘副会長より、大学の現状と同窓会としての今後の取り組み、130周年記念棟建設資金

への寄付、台湾支部活動再開、女性部会等々についてお話を賜り、貴重な情報を頂きまし

た。 

その後、支部主催のチャリティコンサート津軽三味線の夕べと題して、輝&輝と友情出演

として旭川在住の菅野優斗さんを迎え開催いたしました。予想以上の盛況で、160人の聴

衆による熱気で溢れました。3人とも津軽三味線の全国大会で優勝した経験を持つ日本一

のそろい踏みで迫力ある演奏は聴衆を魅了いたしました。 

演奏会終了後、参加者から、とても良かったと口々に話されていたのを聞き、主催者とし

て感激しました。また今回は、盲目の方々の施設「旭光園」の入所者と介護・付添いの方々

及び愛別町の老人クラブの方々をご招待し、熱心に聴講していたこと、および赤十字に寄

付したことことをご報告します。 

渡邊義弘副会長そして同窓会本部の応援に感謝申し上げ、総会の報告といたします。 



 

タイムスケジュール  

13：30～14：45 総会：花月会館 

15：30～17：10 チャリティコンサート津軽三味線の夕べ 

17：30～    懇親会 

 

  

 

      

 

 

平成 28年度 道北・旭川支部総会のお知らせ 

日時 平成 28年 10月 29日（土） 

    総 会 16：00～17：00 

    講演会（落語） 17：30～18：30 派遣講師 三遊亭遊馬師匠 

    懇親会 19：00～20：30 

会場 花月会館 旭川市三条通 7丁目 TEL 0166-22-1101 

 

＜開催報告＞ 



１０月２９日(土)快晴 旭川市花月会館において総会開催、続いて三遊亭遊馬師匠をゲス

トに駒大寄席を開催しました。支部総会には、豆田同窓会副会長のご出席を賜り、大学の

現状と同窓会としての今後の取り組みについて４５分間ご講演を賜り、貴重な情報を頂き

ました。１３０周年寄付について、確定申告でお得な会計処理をすることが出来る話に、

参加者から熱い視線を頂きました。引き続き支部総会を開催。本年度は役員改選期にあた

り、支部会長ほか役員改選を全会一致で事務局案通り可決、終了致しました。その後、道

北・旭川支部主催の「駒大寄席」を開催。寄席の冒頭で「旭笑長屋」に、木戸賃の中から

旭川の落語振興のため支援金をお渡ししました。引き続き大家の「ナナカマド紅丸」さん

と「狐狸亭道楽」さんの落語、中入りでは、お茶とお団子を楽しみ、いよいよ真打登場で、

８６名の観客から割れんばかりの拍手を頂き、遊馬師匠の落語が始まり、会場は厚い熱気

で包まれました。寄席終了後、参加者から、とても良かったと口々に話されていたのを聴

き、主催者として感激いたしました。また盲目の方々の施設「旭光園」の入所者６名と介

護・付添いの方々をご招待し、熱心に聴講していた事を添え書き致します。豆田副会長そ

して同窓会本部の応援に感謝申し上げ、総会の報告と致します。 

< タイムスケジュール >平成 28 年 10 月 29 日 

13 時 00 分～15 時 15 分  総 会 花月会館 

15 時 30 分～17 時 00 分  駒大寄席 

17 時 15 分～   懇親会 

支部長 馬場康博 

 

   

 

 

平成 27年度 道北・旭川支部総会のお知らせ 

日時 平成 27年 9月 26日（土） 

    受付開始 16：00～ 

    総会   16：30～ 

    懇親会  18：00～ 黒木悦子ミニコンサート 

会場 花月会館 旭川市 3条 7丁目  ＴＥＬ0166-22-1101 



 

＜開催報告＞ 

９月２６日(土)快晴 旭川市花月会館において総会開催、続いて黒木悦子さんをゲストにチャ

リティコンサートを開催しました。 

支部総会には、萩野同窓会会長のご出席を賜り、大学の現状と同窓会としての今後の取り組み

についてご講演を賜り、貴重な情報を頂き駒大同窓生として駒大の将来ビジョンに熱いものを

感じ支部総会を終了致しました。その後、青少年育成チャリティコンサートを開催し益金五万

円を旭川市教育基金に寄贈することにしました。「黒木悦子シャンソンの夕べ」には同窓生、

旭川市民５５名が出席し今年も「よいとまけの唄」や交通事故の加害者となった青年をモデル

に「さだまさし」さんが作詞作曲した「償い」など圧倒の歌唱力で熱唱。この他にも、「サン

トワマミー」や「バラ色の人生」.など約二時間にわたり、笑いあり涙ありの完璧な舞台演出

で見事なステージを作り上げました。コミカルなキャラクターと温かな情感が魅力の黒木さん

に会場全体が感動に包まれ、なかには女性客だけでなく、男性客も思わずもらい泣きした程の

迫力ある歌唱に酔いしれました。 

支部総会              同窓会活動について説明する萩野会長 

  

   チャリティーコンサート 

    

 

< タイムスケジュール > 

16時～17時 30分 総 会 花月会館 

18時～20時 00分 ４条６丁目 ピアノ 

寄付先 旭川市子ども基金 益金五万円を寄付いたしました。 



総 会 花月会館 

チャリティ コンサート 午後 6時開演 ピアノ 

 

北海道ブロック記念大会のお知らせ 

以下の日程で、北海道 8支部のブロック記念大会が決まりました。 

同窓生に出会い、ふれあいそして明日に向かい我が駒澤大学の飛躍と発展を願い開催いたしま

す。皆様の参加をお待ちしています。 

日時 平成 27年 7月 11日（土） 

    受 付    16：00～ 

    トークショー 16：30～ 

    懇親会    18：00～ 

会場 札幌パークホテル TEL011-511-3131 

お問い合わせ先 胆振日高支部事務局（苫小牧駒澤大学内） 山下・松尾 0144-61-3111 

 

平成 26年度 旭川支部総会 

駒大チャリティ寄席 

日時 平成 26年 11月 15日（土） 

    14：00～14：30 総会 

    14：30～    萩野会長 講演 

    16」：00～17：45 チャリティ寄席 三遊亭 大楽 師匠 

会場 花月会館 旭川市 3条通 7丁目 TEL0166-22-1101 

 

＜開催報告＞ 

１１月１５日土曜日午前８時５５分 大地が真白に染め上がり白銀の世界の中、東京発ＪＡ

Ｌ便で萩野虔一同窓会会長・大場やすのぶ副会長そして三遊亭王楽の各氏が無事旭川空港に到

着し安堵いたしました。 

 総会終了後、萩野虔一会長のご講演があり、大学受験体制の事、大学と同窓会の関係や同窓

会活動についてお話を頂きました。 

その後引き続き、駒大チャリティ寄席（参加１１０名余り）。第一部旭川の旭笑長屋の｛ナ

ナカマド紅丸｝の前座、第二部「三遊亭王楽師匠」を開催。 

前座の紅丸の「とくさん、とめさん」の話で、会場に笑いの渦が立ちこめ、中入り後、「三

遊亭王楽師匠」の「読書の時間」「かたぼう」のお話で聴衆は、おなかを抱えて笑いのツボに

はまって、涙を流して笑い転げていた方もいらっしゃいました。 

同窓生そして家族から、王楽師匠が、花柳流の踊り「梅に鶯」姿が目に焼き付き「イケメン

で素敵」「踊りがすごく上手」「落語に引き込まれたわ」等と沢山の好評を頂き「来年も呼ん

でね」との声が大きくチャリティを終演しました。 

追伸 大場副会長は、紋別の総会へ出席予定が、飛行機の都合で急遽、旭川空港に降り立ち



総会出席、一時間ほど滞在しバスで紋別に向かいました。 

 

寄付先 

北海道新聞社 社会福祉基金へ 益金１０万円を寄付いたしました。 

 

総 会・駒大チャリティ落語 

 旭川花月会館 

 

平成 25年度道北・旭川支部総会開催について 

日時 平成 25年 10月 12日（土） 

    総会   15：00～16：00 

    イベント 16：30～17：30 

会場 雪の美術館 音楽堂 雪のステージ ： 黒木悦子 氏 

    旭川市南が丘 3丁目 

    TEL0166-62-8811（代表） 

＜開催報告＞ 

駒大同窓会道北旭川支部総会 

チャリティコンサート 

越後会長のご挨拶、同窓会本部の今年度の事業および次年度同窓会役員選出についてお話を頂

きました。 

その後引き続き、チャリティコンサートを開催。120余名の聴衆の前で、同窓生の黒木悦子さ

んの素晴らしいシャンソンを聴き、あまりの素晴らしさに会場では感激の涙を流していた方も

いらっしゃいました。途中休憩では、ソフトドリンク・ワインのサービスがあり後半の部は舞

台と会場が一体となり歌声に酔いしれていました。 

当支部では、黒木悦子さんを 2009年そして 2011年に、旭川ロアジールホテルにおいてシャン

ソンの夕べを開催致しました。 

その後、同窓生そして家族から、「コミカルな味と温かな情感」「生来の明るさ」が評判を呼び、

もう一度、黒木さんのシャンソンを聴きたいとの声が大きくチャリティを開催いたしました。 

 

< タイムスケジュール > 

14時～14時 30分  総 会  （コーヒー）   レセプションＨ又は喫茶室 

16時～17時 20分  コンサート（休憩 15分間） （ワインとウーロン茶用意・レセプションＨ） 

寄付先 

旭川市子ども基金 益金五万円を寄付いたしました。 

総 会  雪の美術館 レセプションルーム 

コンサート会場  10月 12日(土)午後 4時開演 雪の美術館 コンサートホール 



  

 

 

平成 24年度道北・旭川支部総会 

日 時 平成 24年 11月 23日(水・祝) 

     総 会 14：00～15：00 

     講演会 15：30～17：00 

     懇親会 18：00～ 

会 場 花月会館 旭川市 3条 7丁目 TEL0166-22-1101 

＜開催報告＞ 

駒澤大学同窓会 道北・旭川支部総会及びチャリティ寄席を開催 

道北・旭川支部 会長 馬場康博 

11月 23日金曜日(勤労感謝の日)朝から真白な雪が降り続き、旭川は前日までの土まみれの雪

は雪化粧を施し、講師の松本常任副会長そして桂竹丸師匠のお二人を、地域を挙げて歓迎して

いるような爽やかな朝を迎えました。13時 05分飛行機から降立ったお二人は、昼食の時間も



無く 14 時から開催される総会会場へ直行。「総会」「副会長の講話」の後、直ぐに「チャリテ

ィ寄席」の開催。まず最初に当支部の馬場会長より口上が述べられ「駒大の PR」と「チャリ

ティの趣旨」を語られました。アマチュア落語集団の「旭笑長屋の三名」の前座があり会場は

笑いに包まれ、和やかな雰囲気の内に中入りになり、支部で用意した「お茶と団子」で一休み、

竹丸師匠の軽快なお話に観客は笑いのツボにはまったように、笑いこけていましたが、鹿児島

の知覧「ホタル～富屋食堂・白濱トメさんと特攻」の話になり、会場はシーンと静まり返り「人

としての人情の大切さ、人の命の重さを」感じ参加して下さった方々に感動を与え終演を迎え

ました。 

 懇親会の席上、旭笑長屋の方々に今年 11 月 1 日に「古典の日」施行が決まり、落語の普及

にこれからも尽力して欲しいのと願いから謝礼を渡し、続いて松本副会長へ「東日本大震災で

被災した本学の学生への義援金」が託されました。来年は支部設立 35 周年を迎えます。毎年

行っております「地域への貢献」「大学への貢献」に加え支部では「会員各位が楽しめる企画」

を準備して来年の総会開催を目指しています。 

  

  

平成 23年度道北・旭川支部総会 

日時 平成 23年 11月 23日（水・祝） 

    総 会 16；00～17：00 

    講演会 18：00～20：00 

会場 ホテルロワジール旭川 旭川市 7条 6丁目 TEL0166-25-8811 

連絡先 事務局 大里 0166-26-3306（会社） 

 

平成 22年度道北・旭川支部総会のお知らせ 

日時   平成 22年 11月 23日（火）勤労感謝の日 

総会   12：00～13：00（旭川市民文化会館会議室） 

イベント 15：00～17：30（旭川市民文化会館大ホール） 

旭川市開村 120周年記念 

「人の輪」「音の輪」ふれあいフェスティバル 

第 1部 いす坐禅 

第 2部 講演：前駒苫高校野球部監督 香田誉士史氏 

第 3部 マーティングコンサート 駒大附属苫小牧高校吹奏楽部 

会場 旭川市民文化会館 旭川市 7条通 9丁目 TEL0166-25-7331 

 

同窓会旭川支部総会のご案内 

日時：平成 21年 11月 15日（日）17：00～20：00 

会場：ロワジールホテル旭川  旭川市 6条通 6丁目 

    TEL0166－25－8811 



来賓：駒澤大学事務局長  清水文夫氏 

   同窓会副会長    田中大孝氏 

   同窓会本部事務局  臼倉新治郎氏 

講演： 黒木 悦子 シャンソン歌手 

内容：総 会 17：00～17：30 

   講 話 17：30～18：00 

   懇親会 18：30～20：00 

連絡先（支部長） 井上 弘之 携帯：080－1891－3478 FAX：0166－61－8453 

   （事務局） 三宅 弘泰 携帯：080－5591－9389 

 

 

駒澤大学同窓会北海道ブロック記念大会のご案内について 

～北の大地から熱きエールを～ 

 

駒澤大学同窓会北海道 8支部の完成を記念し、北海道ブロック記念大会を催すことになりま

した。駒澤大学元野球部監督太田誠氏、元日本ハムファイターズ・釧路リトルシニア球団総監

督広瀬哲朗氏、駒澤大学苫小牧高校元野球部監督香田誉士史氏をお招きして、トークショーを

開催します。 

 

記 

日 時    2009年 7月 25日（土） 

受 付    午後 4時～ 

トークショー 午後 4時 30分～ 

懇親会    午後 6時～ 

会 場    札幌パークホテル  

（お問合せ先） 

胆振・日高支部同窓会事務局（苫小牧駒澤大学内）担当：石川・手嶋 電話 0144-61-3111 

 

以上 

駒澤大学同窓会北海道ブロック記念大会「テーマ～北の大地から熱きエールを！～」を開催

いたしました。 

記念大会は野球トークショーと懇親会の二部構成にて行われました。 

野球トークショーには 35 年間にわたって駒大野球部の指揮を執り、1 部リーグでの白星は

前人未到の 501勝をあげた大学野球史に残る名監督太田誠氏、そして道内では知名度抜群、駒

大苫小牧高校を夏の甲子園連覇に導いた香田誉士史氏を講師として迎え入れ、「勝つチーム・

成長する選手」をテーマに対談していただきました。 

同窓生はもちろん、野球関係者や一般の方にも多く参加していただき、360席用意した会場



はあっという間に満席となり、立ち見であふれるくらいの盛況でありました。 

 

野球トークショー終了後、渡辺文英副実行委員長の開会の辞、荒澤義範実行委員長のご挨拶

により懇親会は始まり、 来賓であります学校法人駒澤大学総長 田中良昭様、駒澤大学学長 石

井清純様、駒澤大学同窓会会長 越後宏允様よりご挨拶を頂戴いたしました。 

また、遠いところ栃木県支部 鈴木淳会長、香川県支部 山地淳朗会長にもご参会いただきま

した。 

祝電披露後、駒澤大学前野球部監督 太田誠様の気合いの入った乾杯により祝宴が始まり、

約 220名の参加者が昔の思い出を語り合い、親交を深めました。 

今回の記念大会では、道内法人諸学校の学生募集協力もしたいとの趣旨から、教職員が登壇

し、代表として学校長より参加同窓生に是非学生・生徒を入学させていただきたいとの呼びか

けをしていただきました。 

歓談の中、元読売巨人軍の中畑清様、元日本ハムファイターズの白井一幸、広瀬哲朗様によ

るゲストトークで会場は一気に盛り上がりました。 

祝宴も終盤にかかり、駒大苫小牧高校ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部「Rainbow」、駒澤大学応援指導部「Blue 

Pegasus」の現役学生による元気あふれる応援演技を披露、まさに北の大地から熱きエールを

送っていただきました。 

最後は参加者全員で母校の校歌を熱唱し、大道光肇副実行委員長による万歳三唱、佐伯至純

副実行委員長の閉会の辞により散会となりました。 

 今回の記念大会におきまして、各関係方面より多大なるご支援・ご協力並びにご厚情を賜り

ました事を厚くお礼申し上げます。 

（当日の写真は、胆振・日高支部のページに掲載してあります。そちらをご覧下さい。） 


