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以下のとおり開催されました 

 

令和元年度 愛媛県支部総会について 

日時 令和元年 11月 23日（土） 

    総 会 16：00～16：40 

    講演会 16：45～17：45   派遣講師： 太 田  誠 氏 

    懇親会 18：00～20：00 

会場 松山三越 松山市一番町 3-1-1 TEL089-945-3111 

＜開催報告＞ 

愛媛県支部では、令和元年 11月 23日（祝日）、第 10回駒澤大学同窓会愛媛県支部総会を、

松山三越店８階サロンレストランにて３７名の参加を得て開催しました。（愛媛県支部総会は

２年に１回の開催） 

今回は、平成 10年の設立総会から節目の第 10回記念総会となり、萩野虔一同窓会会長にご

出席いただき、本学の近況など丁寧に数値を示されながらの来賓ご挨拶をいただきました。 

引き続き、議事(事業・決算報告、事業計画・予算案、役員改選、会則改正等)では、全ての

議題を満場一致でご承認いただきました。 

その後の講演会では、本学硬式野球部終身名誉監督の太田誠氏から監督指導歴 35 年間の人

間味溢れる素晴らしく熱いお話を拝聴し、大いに感銘させていただき、あっという間に時間が

過ぎていきました。 

お待ちかねの懇親会は、萩野会長のユニークな開催挨拶と澤田悟（S46卒）新支部会長の乾

杯発声で始まり、寄せ鍋料理を囲んで幅広い同窓生間の会話が大いに盛り上がり、楽しい時間

を過ごす事が出来ました。 

最後は、井関敬一(元応援団長：S59卒)南予支部長のリードで応援エールを交えながら、参

加者全員で校歌斉唱と一本締めで終宴となりました。 

尚、話はつきず懐かしき大学時代の思いを馳せながら二次会へと散会しました。 

以上 

 

令和 2年 1月 8日 

事務局長 

竹政秀俊（S 53卒） 

次ページ、写真あり 



   

   

   

 



平成 29年度（20周年記念）愛媛県支部総会について 

日時 平成 29年 11月 23日（木・祝） 

    総 会 16：00～16：30 

    講演会 17：00～    

    懇親会 18：00～20：00 

会場 伊予鉄会館 松山市大街道 3-1-1 TEL089-948-3460 

 

＜開催報告＞ 

20 周年記念総会に寄せて 

 

愛媛県支部 田中美和子(Ｓ48.3 国文学科卒) 

晩秋の冷え込みで松山城の紅葉が一際映える中、１１月２３日（木）に「２０

周年」の支部総会を開催しました。 

西原支部長の開会の挨拶に続いて、萩野同窓会会長から同窓会の最新情報など

的確なご説明があり、納得のいくものでした。 

総会の楽しみの一つに講演会があります。今年はフリーアナウンサーでご活躍

中の上野泰夫氏をお招きしました。さすが語りのプロ! 軽妙な語り口で次々と話

の種が尽きる事なく、笑い声があちこちから広がりました。 

その笑顔のまま懇親会に移り、順次指名をして、壇上でマイクを持ち、参加者

全員「おしゃべり」をする楽しい会となりました。 

設立総会では４０歳代だった私も６０歳代になりました。 

繋がる同窓会にする為にも若い同窓生のご参加をお願いしたいものです。 

「俳句の街 まつやま」なので一句。 

「秋灯下 媛
ひめ

駒
こま

集いし 二十歳」 おそまつさまでした。 

 



 

平成 27年度愛媛県支部総会のご案内 

日時 平成 27年 11月 7日（土） 

    受 付 16：20～ 

    総 会 17：00～  

    懇親会 17：40～ 出演：津軽三味線 「輝＆輝」 

 

平成 25年度愛媛県支部総会について 

日時 平成 25年 11月 10日（日） 

場所 松山市 愛媛文教会館  

    14：00～ 受付 

    14：30～ 総会 

    15：00～ 講演会（香田誉士史 氏） 

    16：00～ 写真撮影 

    16：30～ 懇親会 

    18：00  終了 

＜開催報告＞ 

同窓会総会を終えて 

第 7回同窓会総会が、11月 10日(日)松山道後文教会館にて、本学同窓会渡邊義弘常任副会長

及び駒大同窓生で今年 7 月に松山地方検察庁に検事正として着任された中田和範氏を来賓と

してお招きし、西原進平同窓会長はじめ 50名の出席者を得て開催されました。 

 会長挨拶の後、お二人のご祝辞を頂いた後本同窓会幹事長、本山義文議長の進行で第 1号議

案「平成 23・24 年度事業報告及び会計報告」第 2 号議案「平成 25・26 年度の事業計画(案)

予算(案)」が原案通り承認され、第 3号議案「その他」では役員全員続投の賛同を得ることが

出来、今後 2年間力を合わせて頑張って行くことを誓いました。 

 第二部では、駒大苫小牧高校で、まー君(楽天イーグルス)を育てた、香田誉士史元監督が時

間をオーバーするほどの熱の入った講演で、参加者は全員が感銘を受けたのではないでしょう

か？ 

 第三部は懇親会でしたが香田氏、渡邊氏、中田氏にも参加していただき、また久し振りの再

会ということもあり、予定時間を延長しての大変盛り上がった会になりました。 

文責 本同窓会事務局長   三好 佐十 

 

愛媛県支部総会 

日時 平成 24年 1月 14日（土）  

    総会 13：30～ 

    懇親会及びマジックショー（なか。たつや氏） 14：30～16：00 

場所 文教会館  松山市道後祝谷町  TEL089-945-8644 



 

同窓会総会を終えて 

 第 6回駒澤大学同窓会愛媛県支部総会が、平成 24年 1月 14日(日)松山市 

道後の愛媛文教会館にて、駒澤大学同窓会長越後宏允様、監査人海山敬治様に来賓としてご出

席して頂き、林寛道会長以下、35名の同窓会員の参加を得て開催された。 

 議事では、本山幹事長が議長に選任され、第 1号議案「平成 21～23 年の事業報告及び会計

報告」第 2号議案「平成 24・25年の事業計画(案)予算(案)」 

第 3号議案「役員改選」等について、それぞれの担当部長が詳細に説明し、本山議長のすばら

しい議事進行でスムーズに原案通り承認された。 

 最後に、役員改選で選出された、西原進平新会長の挨拶で総会を締めくくった。 続いて、

井関敬一南予支部長の名司会進行で懇親会及びマジックショーが行われた。 

 西原会長の挨拶でスタートし、しばらくして新進気鋭のマジシャン 

『なか。たつや』氏が、参加者を「あっ」と言わせるマジックで会場が大盛り上がり！また、

マジックショーの BGM を担当した井関氏夫人は進行役のご主人と息のあった夫婦共同作業を

して頂いた事を付け加えておきます。 さらに、なか。たつや氏には、我々が懇親会等ですぐ

披露できるマジックを教えて頂いた。 

 今回の総会は、出席者は例年に比べ少なかったが、大変インパクトのある盛り上がりのあっ

た会だった。 

文責  事務局長 三好 佐十 

 

平成 21年度愛媛県支部総会 

日時 平成 21年 10月 4日（日） 

    総会 13：00～14：00 

    トークショー 14：00～15：00 ゲスト 三上卓哉氏、青野大介氏 

    懇親会 15：00～17：00 

場所 にぎたつ会館（松山市） 



                同窓会総会を終えて 

 第5回駒澤大学同窓会総会が、10月4日（日）松山道後にぎたつ会館にて、本学同窓 

会田中大孝副会長、駒澤大学齊藤正副学長、本学同窓会事務局臼倉新治郎課長補佐を来賓 

にお招きし、役員改選で選出された、林寛道新同窓会長はじめ50名の出席者を得て開催 

されました。 

 議事では、西原副会長が議長に選任され、第1号議案「平成19・20年の事業報告及 

び会計報告」第2号議案「平成21・22年の事業計画（案）予算（案）」第3号議案「役 

員改選」等について、それぞれの担当部長が詳細に説明し、愛媛県議会で昨年度副議長を 

された西原議長のすばらしいで議事進行でスムーズに原案通り承認されました。 

 総会に引き続き、齊藤副学長から昨年起こった問題について細かな説明があり、その後 

質疑を行いました。二度とこのような不祥事が起こらないことを祈りたいと思います。 

 次に、駒澤大学サッカー部ＯＢでＪリーグの愛媛ＦＣ主将でＤＦとして活躍中の、三上 

卓哉選手と同じく愛媛県出身の青野大介選手に登場してもらい、トークショーを行いまし 

た。前日、栃木で試合に出場し疲れているにもかかわらず気持ちよく出席して頂き、県同 

窓会員の田中美和子さんの名司会で楽しいトークショーが行われ楽しい時間を過ごすこと 

が出来ました。 

 その後、懇親会を行いましたが、久しぶりの再会ということもあり盛況のうちに終了し、 

次回開催での再会を約束し閉会しました。 

                      文責 本同窓会事務局長 三好 佐十 

 


