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以下のとおり開催されました 

令和元年度 徳島県支部総会のお知らせ 

日 時 令和 2年 2月 15日（土） 

     総 会 18：00～19：00 

     懇親会 19：00～21：00 

会 場 ホテルグランドパレス徳島 

     徳島市寺町本町西 1-60 ☎088-626-1111 

＜開催報告＞ 

 例年に比べると寒さも和らいだ日和の中、令和元年度の徳島県支部総会が開催されました。

２４回目となる支部総会、例年よりは出席者が少なくやや寂しくもありましたが、会員である

早渕正憲氏の旭日小綬章受章という明るい話題もありました。 

 議案もすべて承認され、非常にスムーズな総会であり、引き続き行われた懇親会も和やかに

進み、集まった会員同士楽しい時間を過ごすことができました。 

 徳島は卒業生が少なくなかなか会員増が難しくもありますが、会員の皆様方のご協力を今後

も何卒よろしくお願い致します。 

 また、本年８月、いよいよ「阿波踊り」が最終年を迎えますので、多くの皆様方の参加をお

待ちしております。 

 

  

 

 



 

 

 

平成 30年度 徳島県支部総会のお知らせ 

日 時 平成 31年 2月 16日（土） 

     総 会 18：00～18：30 

     懇親会 19：00～21：00 

会 場 ホテルグランドパレス徳島 

     徳島市寺町本町西 1-60 ☎088-626-1111 

 

平成 30年度 徳島県支部 阿波踊り 

日時 平成 30年 8月 12日（日） 

    集合時間 16：00～18：00（着替え、食事） 

    出発   18：00～22：00（途中休憩含む） 

会場 徳島建設センター 徳島市富田浜 2-10 TEL088-622-3113 

ゲスト 三遊亭 王楽 師匠 

 

 

平成 29年度 徳島県支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 2月 17日（土） 

    総 会 18：00～18：30 

    懇親会 19：00～21：00 

会場 ホテルグランドパレス徳島 

    徳島市寺島本町西 1-60 TEL088-626-1111 



開催報告 

  

去る 2 月 17 日、本部より豆田副会長をお迎えし 30 年度の支部総会を開催することが 

出来ました。会員各位に対しまして深く感謝を申し上げますと共に御礼を申し上げます。 

  

本年度の総会に当たりましては日時も例年より１週間ずらしたり、会場の打ち合わせを 

ミスったり、また役員会からの勧誘も一切なしに開催されましたが 昨年と同数の会員 

さんにお集まりを頂きました。 

終わってみれば楽しい同窓会総会が出来ました。 

会員各位のご理解とご協力に心から感謝を申し上げたいと思います。また長年の懸案 

事項でありました女性部会を立ち上げる事が出来ました。 

不手際続きの総会ではありましたが終わりよければ全てよしでお許しを頂きたいと 

思います。 

                                               徳島県支部会長  笠井国利 

 

  

 

  

 



 

 

徳島県支部 阿波踊り参加について 

日時 平成 29年 8月 12日（土） 

    集合時間 16：00～18：00(着替え、食事) 

    出発   18：00～22：00（途中休憩含む） 

会場 徳島県建設センター 徳島市富田浜 2-10 ＴＥＬ088-622-3113 

 

    三遊亭王楽師匠が連に参加します！ 

連絡先：笠井支部長、岩本事務局長へ 

 

平成 28年度 徳島県支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 2月 11日（土） 

    総 会 18：00～18：30 

    懇親会 19：00～21：00 

会場 ホテルグランドパレス徳島  徳島市島本町 1-60 ＴＥＬ088-626-1111 

＜開催報告＞ 

去る 2 月 11 日大変寒い中、本部より萩野会長をお迎えし 29 年度同窓会総会を開催いたしました。 

 当日は今年一番の寒さで、田舎の方では積雪も観測されましたので、ドタキャンがあるのでは無

いかと心配されましたが、全員参加という素晴らしい総会が出来ました。 

 又議事進行もスムーズに承認され楽しい懇親会となりました。 

 総会の中での特記事項として阿波踊りは 2020 年をもって解散するという事でありました。 

 若い会員を勧誘し鳴り物の練習も続けて参りましたが、会員の寄る年波には勝てず鳴り物が出来

る会員も次第に減少してまいりました。 

 しかしながら切りの良い、25 回開催、2020 年までは力を合わせて頑張って行こうとの強い決意

で頑張ることに決定を致しました。 

 全国の同窓生の皆さん、一度は阿波踊りに参加したいと考えておられる皆さん、駒澤大学同窓会



連で踊れるのは 4 回限りとなりました。是非この機会を逃すこと無くご参加されますようご案内を

致します。日時は毎年 8 月 12 日となっております事を合わせてご案内いたします。 

 尚、当日の総会模様は私のホームページに掲載して御座いますのでご覧頂ければ幸いです。 

徳島県支部長 笠井国利 

  

 

 

28 年度阿波踊り報告（平成 28 年 8 月 12 日参加） 

今年は異常なまでの酷暑が続き、雨も降らず熱中症で倒れる人も出るのでは無いかと随分心配しま

したが、会員各位のご協力で無事楽しく終えることが出来ました。 

同窓生各位に厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 

今年は躍り込み連の希望が多かったせいか、桟敷席躍り込み申込が 1 ヶ所だけと限定され、それな

らと徳島でも由緒ある桟敷を選んでみました。 

12 日、13 日は近年では珍しいくらいの人手があり、踊り自由広場があるのかなと心配もした程で

したが無用の心配でありました。 

毎年来られている同窓生は少しでもスペースがあれば何処ででも自由に踊りまくっておりました。 

これが私の思う本来の阿波踊りだなと思った次第であります。 

人に見せるのでは無く自分が楽しむ阿波踊り 

蜂須賀公は町人達のためにこの踊りを作ったと言われています。 

 

只、心配なのは受け入れ側、徳島支部の鳴り物をする同窓生が毎年のように抜けていくのでありま

す。 

昨年もこの事につきましては報告書に書かせて頂きましたが阿波踊りを始めて 21 年目、それぞれ

の会員が年を取り病気にかかり参加できなくなって来ていることであります。 



かく言う私も手首の腱鞘炎に掛かり、それでも先導する鉦が居ないとのことで無理をして鉦を担当

いたしました。 

いつまで続けられるのか想像もつきません。 

そこで役員で計り 2020 年オリンピックの年を最後にしようと決定を致しました。 

今年の参加者にもその旨を話しましたがあと 4 回であります。 

会館の方へは、来年も 8 月 12 日ホールを予約してあります。 

一度は参加してみたいと思われている同窓生には、是非この機会に参加を頂き阿波踊りを堪能して

頂きたいと思います。 

 

今回参加頂きました同窓生各位に対しまして心から御礼を申し上げると共に同窓会本部の皆様方

にも厚く御礼を申し上げます。 

来年度も沢山の同窓生の参加をお願いし、本年度の報告といたします。 

徳島支部 会長 笠井国利 

 

平成２７年度 徳島県支部総会のお知らせ 

日時 平成２８年２月１３日（土） 

    総 会 18：00～18：30 

    懇親会 19：00～21：00 

会場 ホテルグランドパレス徳島 徳島市寺島本町西 1-60 

    TEL 088-626-1111 

＜開催報告＞ 

今年度は松本常任副会長にお越しいただき、盛大に和やかに楽しい同窓会支部総会ができまし

た。心から厚く御礼申し上げます。 

各支部同様だとは思いますが、段々同窓生も年を取り、物故者や病院通いをしている同窓生が

増えてまいりました。その上、新たに卒業される同窓生が極端に少なくなって参りました。徳

島県支部も毎年 3～4 名の卒業生しかなく、しかもその卒業生は都会に留まる状況であります。 

そんな中での総会でありましたが、県内に留まっている同窓生の数からすると良く集まったな

と感じています。しかし、これに満足せずこれからも呼びかけ声かけは続けていく方針であり

ます。 

尚、同窓会総会の模様は近日中に私のホームページ上で見えるように手配をしておりますので、

ご覧いただけたらと思います。 

 



平成 27年 徳島県支部阿波踊り参加について 

日時 平成 27年 8月 12日（水） 

    集合時間 16：00～18：00（着替え・食事） 

    出発   18：00～22：00（演舞場廻り、途中休憩含む） 

会場 徳島県建設センター 徳島市富田浜 2-10 ＴＥＬ088-622-3113 

＊三遊亭王楽師匠が参加いたします。 

 

＜開催報告＞ 

前日まで酷暑が続き、本年度の阿波踊りは大変厳しい１日になるのでは無いかと心配しました

が、１２日からは天候が急変し時々雨になり、鳴り物に袋をかぶせての踊りとなりました。 

しかし、大勢の同窓生に楽しんで頂き徳島支部と致しましても開催して良かったなと、苦労が

報われた１日となりました。 

鳴り物を担当する支部会員も毎年のように、よる年に勝てず参加できなくなるという事態にな

っております。 

そんな中、鳴り物をやってもらえる県外同窓生はいませんかと言う呼びかけに対して、若い会

員さんが手を上げて頂き本番前の練習にも参加して下さいました。 

若い会員さんはリズム感も良く、すぐに阿波踊りのリズムを習得し楽しんで鳴り物も担当して

頂けました。 

今年は現役の大学院生や若い方たちが沢山集まり、また踊り中に駒澤の高張り提灯を見つけ来

年度は参加したいとの声も掛けて頂きました。 

今年を最後に阿波踊りを休もうかと思っていましたが、若い会員さんや県外同窓生の強い熱望

で、来年も８月１２日には阿波踊り連を出す事を決定いたしました。 

今回参加頂きました同窓生各位に対しまして心から御礼を申し上げたいと思います。 

来年度も沢山の同窓生の参加をお願いいたします。 

徳島支部会長 笠井国利 

 

平成 26年度 徳島県支部総会 20周年 のお知らせ 

日時 平成 27年 2月 7日（土） 

    総会  18：00～18：30 

    懇親会 19：00～21：00 

会場 ホテルグランドパレス徳島 徳島市寺島本町西 1-60 ＴＥＬ088-626-1111 

＜開催報告＞ 

徳島県支部２０周年記念総会は楽しく盛況の内に終わることが出来ました。 

これも偏に準備にご足労頂きました役員、会員各位、同窓会本部の萩原会長初め三遊亭王楽師

匠のお陰と心から感謝を申し上げる次第で有ります。特に今回初めて参加されたと言う方も多

く、また女性の参加者が増えたことでいつもの総会よりも華やかに盛り上がったのでは無いか

と思います。今回初めて参加されました方々が口々に、次回からは必ず参加されるとの事をお

聞きし、嬉しく思いました。 

徳島支部は卒業された同窓生は非常に少なく、今現在徳島県にお住まいの同窓生はたった ２

７０余名しかいないわけで有りますが、その１割以上が今回参加された事に対しまして 感謝



と御礼を申し上げたいと思います。 

また予算書にも載って無くて、いきなり私からの提案で大学本部へ徳島支部から１０万円を寄

付したいとの意見にも満場一致でご可決頂きましたことに対しましても、会員各位に心から感

謝を申し上げたいと思います。 

これからも会員同士の交流が深まり徳島県支部同窓会や母校駒澤大学が益々発展していくこ

とを祈るばかりで有ります。 

 

  

               三遊亭王楽師匠 

 

 

阿波踊り参加について 

日時 平成 26年 8月 12日（火） 

    集合時間 16：00～18：00（着替え、食事） 

    出発   18：00～22：00（演舞場廻り、途中休憩含む） 

    会場   徳島県建設センター 徳島市富田浜 2-10 ＴＥＬ088-622-3113 

 

＜開催報告＞ 

今年の阿波踊りも県外同窓生が沢山お越しいただき、盛況の内に終わりほっとして

いるところであります。 

来年は２０周年記念であります。 

どんな趣向で進めるのか役員会でまた決める事となります。 

９月２１日の関西テレビ、新報道 2001で阿波踊りが大きく取り上げられました。 



海外の旅行客を取り込むのに、阿波踊りが有効である、フランス文化と日本文化の

架け橋に阿波踊りが有効であるとのご意見でありました。 

フランス人も阿波踊りの虜になったということでありました。 

 

（以下  当日の様子を写真でご紹介します） 

  
会場前に同窓会旗を立て県外同窓生を迎える準備   食事、王楽師匠の落語を聞きながら 

 

 

  

食事、王楽師匠の落語を聞きながら 

 

  



  

                         鳴り物の音あわせ 

 

  

出発前の練習 

 

 

   
兵庫県支部からの参加 



  

香川県支部からの参加          神奈川県支部からの参加  

    

いざ出発 

 

     

           踊り広場では水を得た魚のように 

   

     いざ桟敷に入り込む 



   

                        同窓生による三味線軍団 

   

                       同窓生福島氏による渦の会独演会 

 

 

徳島県支部総会開催について 

日時 平成 26年 2月 8日（土） 

    総 会 18：00～18：30 

    懇親会 19：00～21：00 

会場 ホテルグランドパレス徳島 

    徳島市寺島本町西 1-60 TEL088-626-1111 



徳島県支部阿波踊りについて 

平成 25年 8月 12日（月） 

 集合時間 16：00～18：00（着替え・食事） 

 出発   18：00～22：00（演舞場回り、途中休憩含む） 

 会場   徳島県建設センター 徳島市富田浜 2-10 TEL088-622-3113 

 ゲスト  三遊亭 王楽 師匠 

 

徳島県支部総会開催について 

日時 平成 25年 2月 16日（土） 

    総会  18：00～18：30 

    懇親会 19：00～21：00 

会場 ホテルグランドパレス徳島 徳島市寺島本町 1-60 TEL088-626-1111 

 

阿波踊り駒澤大学同窓会連のご案内 

日時 平成 24年 8月 12日（日）午後 4時集合、午後 6時出発 

集合場所 建設センター TEL088-622-3113 

      徳島市富田浜 2-10 

連絡先  事務局長 岩本 

当日の様子は、上記ＨＰ（笠井会長ＨＰ）からご覧いただけます。 

 

 

徳島県支部総会について 

日時 平成 24年 2月 11日（土） 

    総会  18：00～18：30 

    懇親会 19：00～21：00 

会場 ホテルグランドパレス徳島  徳島市寺島本町西 1-60 TEL088-626-1111 



  

  

 


