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以下のとおり開催されました 

令和元年度 広島県支部総会のお知らせ 

日時 令和元年 11月 23日（土・祝） 

    総 会 16：00～16：50  

    講演会 17：10～17：50  同窓生講師： 映画監督 迫 田 公 介 氏 

    懇親会 18：20～20：20 

会場 ホテルセンチュリー21 広島 

     広島市南区的場町 1-1-25 ☎ 082-263-3111 

 

 

平成 30年度広島県支部総会（35周年）のお知らせ 

日時 平成 30年 11月 23日（金・祝） 

    総 会 16：00～16：50  

    講演会 17：00～17：50 派遣講師 石毛宏典 氏 

    懇親会 18：20～20：20 

会場 ホテルセンチュリー21 広島 

     広島市南区的場町 1-1-25 ☎ 082-263-3111 

＜開催報告＞ 

去る１１月２３日（祝）、ホテルセンチュリー２１広島において平成３０年度広島

県支部総会が開催され、無事全議事をご承認いただきました。 

 本年度は大場同窓会副会長にご出席いただき、母校駒澤大学の近況などを伺い

ました。 

その後の講演会には、本学卒業生でプロ野球解説者の石毛宏典氏の素晴らしい講

演であっという間に時間が過ぎていきました。 

 

その後の懇親会では、カープグッズの抽選会、名刺交換に写真撮影と続き、石毛

氏と会員の「いえ～い」の掛け声でさらに盛り上がりました。 

 

 今年は初めて参加された同窓生も数多く８２名のご出席者の中には愛知県、東

京都、長崎県の佐世保市、神戸からとお出でいただいて、「また、来年も来るよ！」

と喜んで帰って行かれました。 

 最後は例年どおり野球部全員が壇上に上がり参加者全員で校歌斉唱！万歳三唱



で幕を閉じました。 

 尚、話はつきず懐かしき大学時代に思いを馳せながら来年の再開を楽しみに、

二次会へと散会していきました。 

事務局長 内藤 邦雄 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

平成 29年度広島県支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 11月 23日（木・祝） 

    16：00～ 総会 

    17：10～18：00 講演会  派遣講師輝＆輝による津軽三味線 

    18：20～20：20 懇親会 

会場 ホテルセンチュリー21広島 広島市南区的場町 1-1-25 ＴＥＬ082-263-3111 

 

＜開催報告＞ 

 去る、11 月 23 日（祝）、ホテルセンチュリー21 広島において、平成 29 年度広島県支

部総会が開催され、無事全議事をご承認いただきました。 

 本年度は、松本同窓会副会長にご出席いただき、母校駒澤大学の近況などを伺いました。 

 また、講演会は、念願だった「三味線デュオ輝＆輝」のお二人をお招きしました。その

後の懇親会では、広島東洋カープの新井選手、今年一部昇格となった駒大野球部の大倉孝

一監督、箱根を 4 年間走った田中宏樹君のトークもあり、大いに盛り上がりました。 

 カープグッズの抽選会、名刺交換会に写真撮影と、盛会のうちに時間が過ぎていきまし

た。今年は家族同伴者が多く、160 人の大人数となりましたが、今年初めて参加された同

窓生も数多くみられました。 

 最後は例年通り、野球部全員が壇上に上がり、参加者全員で校歌斉唱！万歳三唱で幕を

閉じました。 

 尚、話はつきず懐かしき大学時代に思いを馳せながら、来年の再会を楽しみに、二次会

へと散会していきました。 

                            事務局長 内藤邦雄 

 



 

 

  

 

駒美ひろしま（仮称） 開催のご案内 

この度、「女性会員の参加しやすい環境づくり」をという大学同窓会からの呼びかけに各都道

府県支部も昨年度より女性会を立ち上げています。 

我が広島県支部においても一人でも多くの女性会員の方に参加して頂けるよう、駒美ひろしま

（仮称）の発足会を開催することとなりました。 

お楽に集まっていただき、木下富雄氏を囲んでランチをしながら懇親を深めていきたいと思い

ます。一人でも多くの皆様の参加をお待ちしています。 

   日時 平成 29年 1月 28日（土） 12：00～14：00 

   場所 ホテルセンチュリー21広島 広島市南区的場町 1-1-25 

                    TEL 082-263-3111 

   参加費 無 料 

   ゲスト 木下富雄氏 駒澤大学広島県支部 副会長 

             駒澤大学野球部 OB会中国支部会長 

             元広島東洋カープ 2軍監督 



             野球鳥きのした十日店 オーナー 

 

 

天皇杯全国男子駅伝 応援の集いについて 

開催日 平成 29年 1月 22日（日） 

集 合 8：30～随時 宮島口 ロータリー地点 

    11：00～  宮島口 ロータリーに集合 

    14：00～  平和公園ゴール地点（幟・手旗を目印） 

    16：00頃  平和公園 原爆資料館にて大八木監督、選手にしゃもじを寄贈 

    その後、天満町 会長宅にて反省・慰労会 

連絡担当・・・内藤事務局長まで 

 

  

 

 

平成 28年度広島県支部総会のお知らせ 

日時 平成 28年 11月 23日（日・祝） 

    総 会 16：00～17：00 

    懇親会 「新井選手 2000本安打達成祝賀会」 18：30～ 

会場 グランドプリンスホテル広島 

    広島市南区元宇品町 23-1 TEL082-256-1111 



懇親会は、駒大野球部 OB 会中国支部との共催で、本学同窓生：広島東洋カープ 新井貴浩選

手 2000本安打達成祝賀会を開催します。詳細は、内藤事務局長へお願いします。 

 

＜開催報告＞ 

今年度の駒澤大学同窓会広島県支部総会・懇親会は、去る 11月 23日（祝）にグランドプリン

スホテル広島において無事に開催することができました。 

ご来賓に廣瀬学長、萩野同窓会会長のご出席をいただき、母校駒澤大学の近況報告や将来への

展望などをお聞きしました。また、北海道ブロック長の荒澤義範様、中国ブロック長の松浦大

史様が遠路ご参加くださいました。 

 

その後の「新井選手 2000 本安打達成祝賀会」で、広島県知事、廣瀬学長のご挨拶と鏡開きに

続いて、今期で引退した黒田博樹氏のサプライズ登場があり、緒方監督、小窪選手会長、丸選

手ほか、20名近くの現役選手がお祝いに駆けつけてくださいました。 

又、廣瀬学長からは、「大学栄誉賞」萩野同窓会会長からは「同窓会栄誉賞」を授与されまし

た。大学栄誉賞第 1号だそうです。 

引き続き「新井選手 2000 本安打達成を祝う会」として木下会長より金一封を、藤村会長より

2000本安打達成記念の大しゃもじが贈られました。 

最後は廣瀬学長ほか、野球部の皆様が壇上に上がって、スクリーンに映し出された校歌を斉唱

し大盛会のうちに閉会となりました。 

 

ご支援いただいた駒澤大学、駒澤大学同窓会関係者の皆様、本当にありがとうございました。

このように素晴らしい時間を皆様と共有できましたこと、また 1600 人を超える大人数にもか

かわらず事故無く、無事に済みましたことに事務局一同心よりお礼申し上げます。 

                       広島県支部事務局長 内 藤 邦 雄 

 



   

 

平成 27年度広島県支部総会のお知らせ 

日時 平成 27年 11月 23日（日・祝） 

    受付開始 15：30～ 

    総会   16：00～ 

    講演会  17：10～ ：大矢明彦氏 

    懇親会  18：20～ 

会場 ホテルセンチュリー21広島 広島市南区的場町 1-1-25 ＴＥＬ082-263-3111 

連絡先 内藤事務局長 

＜開催報告＞ 

広島県支部総会を終えて 

 去る 11 月 23 日（祝）、ホテルセンチュリー21 広島において平成 27 年度広島県支部総会が

開催され、無事全議事をご承認いただきました。 

 本年度は大場常任副会長、小林監査人にご出席いただき、母校駒澤大学の近況などを伺いま

した。 

 また元横浜ベイスターズ監督 大矢明彦氏の「様々な出逢いに感謝」と題した記念講演では

会員以外の方の参加も有りたいへん盛大な講演会となりました。 

 その後、前 野村監督も交えての集合写真撮影 大場副会長の乾杯のご挨拶がすんで懇親会

に入りました。 

 遅れて出席した梵選手を交え、カープグッズの抽選会、名刺交換に写真撮影と、盛会のうち

に時間が過ぎて行きました。 

 今年は参加者 110 名と大人数となりました。「会員さんがひとり新会員さんを連れて来よ

う！」と声かけての成果でしょうか？今年初めて参加される同窓生も数多くみられました。 

 

 最後は野球部全員が壇上に上がり参加者全員で校歌斉唱！もちろん大矢氏 野村氏 梵選

手ほか数十名と共に大合唱と万歳三唱で幕を閉じました。 

 尚、話はつきず懐かしき大学時代に思いを馳せながら来年の再会を楽しみに、二次会へと散

会して行きました。 

駒澤大学同窓会広島県支部 事務局長 内藤 邦雄 



 
 

平成 27年 1月 18日 全国男子駅伝 応援 

  

  



平成 26年度 広島県支部総会のご案内 

日時 平成 26年 11月 23日（祝） 

    総 会   16：00～17：00 

    講演（歌） 17：10～18：10 黒木悦子（シャンソン歌手） 

    懇親会   18：20～20：20 

会場 ホテルセンチュリー21広島 

    広島市南区的場町 1-1-25 ＴＥＬ082-263-3111 

 

 

広島県支部創立 30周年記念総会開催について 

日時 平成 25年 11月 23日（土） 

    受付開始 15：30～ 

    総会   16：00～ 

    懇親会  18：20～ 

会場 広島国際ホテル 広島市中区立町 3-13 TEL082-248-2323 

講師 香田誉士史 氏 

連絡 事務局長 内藤邦雄  

 

平成 24年度広島県支部総会 ホテルセンチュリー21広島 

 日程： 平成 24年 11月 23日（祝） 

 総会： 16:00～17:00 

 講演会（桂文雀氏）： 17:10～18:10 

 懇親会： 18:00～20:20 

 


