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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 

 

以下のとおり開催されました 

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 

http://www.kasaikunitoshi.com/index.htm


 

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。 

 

  

                   三遊亭大楽師匠 



 

 

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 

  



  

 

徳島県阿波踊り 

日時 平成 23年 8月 12日（金） 

    集合場所 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 

 

日時 平成 23年 2月 5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 

 
 

 

 



 

日時 平成 22年 8月 12日（木） 

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 

ゲスト 同窓会派遣講師 広瀬哲朗さん 

 

支部総会の開催について 

日時 平成 22年 2月 27日（土） 

     総 会   18時～18時 30分    

     懇親会   19時～21時 

会場 ホテルグランドパレス徳島 

     徳島市寺島本町西 1－60－1   TEL088-626-1111 

＜開催報告＞ 

 桜の便りも開花宣言から一気に満開情報へと変わって参りましたが、同窓生各位におかれまして

はお元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。 

 さて、先日開催いたしました同窓会総会には公私ともにお忙しい中をご参加いただきましてあり

がとうございました。 

これも偏に同窓生各位のご理解の賜と篤く感謝を致しております。 

今後とも同窓会運営に対しまして温かいご指導とご意見を賜りますようお願いを致します。 

                        徳島県支部会長 笠井国利 

 

 

徳島県支部阿波踊り 

日時   平成 21年 8月 13日（木） 

     集合時間 16：00～18：00 （着替え・食事） 

     出発   18：00～22：00 （演舞場廻り、途中休憩を含む） 



会場   徳島県建設センター  

     徳島市富田浜 2－10  電話 088-622-3113 

連絡先  笠井 国利 

     岩本 堅次 

 

21年度阿波踊り 

本年度の徳島県支部主催によります阿波踊りは 8月 13日（木曜日）、雨が心配されましたが、本

番には天気も回復し予定通り盛大に出来ました。これも偏に会員各位のご理解とご協力のたまもの

と厚く御礼申し上げたいと思います。 

又、ゲストとして我がクラブ、落研の後輩桂竹丸師匠や本部からお越し頂いた笹岡副会長も駒大連

の輪に入っていただく事が出来ました。 

阿波踊りが持つ独特の雰囲気にも竹丸師匠はすぐ溶け込み、まるで阿波っ子のように初代努三亭笑

楽と並んで楽しい踊りを披露しておられました。 

また、笹岡副会長は体調の都合で輪に入っての参加でありましたが、阿波踊りのすばらしさ、宣伝

力の大きさ、支部会員の大変さもご理解いただきました。 

駒大落研には努三亭を初めとして 5 つの系統がありますが、我が努三亭は初代を初め二代目の私、

三代目五代目いずれも徳島県出身者であります。 

竹丸師匠も来年も参加したいので、是非指名してくださいとの事でありました。 

来年には三代目も定年となり徳島に帰ってくる予定でありますので、徳島県出身の努三亭一門が勢

揃いする予定でありますが、その上に竹丸師匠も交え、楽しい阿波踊りになるのではないかと今か

ら楽しみにしております。 

どうやら竹丸師匠も阿波踊りの虜になったようであります。 

虜になったといえば、神奈川県支部の同窓会員も同じであります。毎年一個団体を組みまして皆勤

の参加を頂いております。帰る間際には、『来年はもっと沢山の人に声をかけます』と今から来年

の予約を済ませ楽しくお帰り頂きました。 

徳島県支部が阿波踊りを復活させて 14回目の阿波踊りとなりましたが、毎年歳をとる会員の体力、

継続することの難しさを痛感した今年の阿波踊りでありました。 

しかしながら、帰るときの参加者皆様方から『来年も来るから頼むよ』と言う一言で頑張って連を

出して良かったな、来年ももう一年頑張ろうという勇気を貰いました。 

浴衣や鳴り物はかなり色あせて古くはなりましたが、心意気は 14年前と同じであります。 

来年も参加できることを願いつつ会員、関係各位にお礼を申し上げ今年の総括とさせて頂きます。 

徳島県支部会長 笠井国利 

  



  

  

 

 

支部総会開催について 

日時   平成 21年 3月 21日（土） 

会場   ホテルグランドパレス徳島 

     徳島市寺島本町西 1-60  電話 088-626-1111 

総会   18 : 00～19 : 00 

懇親会  19 : 00～21 : 00 

連絡先  笠井 国利 

     岩本 堅次 



  

池田学長による挨拶・説明            笠井会長挨拶 

  

         総会の様子               懇親会 


