
福岡県支部 

 

支 部 長： 矢野 直行  やの なおゆき（S45法・法律） 

事務局長代行： 永岡 文彦  ながおか ふみひこ（Ｓ51文・地理） 

支部内同窓生数 １，１５９人 
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平成 30年度（第 19回）「同窓生の集い」開催について 

日時 平成 30年 9月 29日（土） 

    受付 15：30～ 

    総会 16：00～ 

    アトラクション 16：50～ サックス演奏 

    記念写真    17：40～ 

    懇親会     18：00～ 

会場 PJワインセラー欧州館 北九州市小倉北区赤坂海岸 6-7 TEL093-521-5370 

 

以下の通り開催されました 

平成 29年度（第 18回）「同窓生の集い」開催について 

日時 平成 29年 9月 30日（土） 

    受付 15：30～ 

    総会 16：00～ 

    講演会 16：50～ 派遣講師 マジシャン なか。たつや 氏出演 

    記念写真 17：40 

    懇親会 18：00～ 

 

平成 28年度 総会開催のお知らせ 

日時 平成 28年 9月 17日（土） 

    総会 16：30～17：00 

    講演会（落語）17：00～17：40 桂 文雀師匠 

    懇親会 18：00～20：00 

会場 ホテルニュープラザ久留米 

    久留米市六ツ門広又 16-1 ＴＥＬ0942-38-6155 

 

福岡県支部総会開催報告 

 駒澤大学同窓会福岡県支部は平成２８年９月１７日（土）に支部総会を久留米市のホテルニ

ュープラザにおいて３５名の出席者で実施しました。来賓として、同窓会本部より岡林憲昭副

会長・大森義明監査人、佐賀・熊本・宮崎・長崎・山口県の各支部の支部長や役員の方々のご

臨席を賜り、滞りなく終了致しました。 



 総会では矢野直行支部長の挨拶につづいて、来賓を代表して岡林憲昭副会長より大学や同窓

会の近況、特に女性部の設立について説明していただきました。また九州ブロック長の豆田繁

治佐賀県支部長より九州ブロック状況や会長推薦の件を含めてご挨拶いただきました。 

 議事では事業・決算・会計監査報告・事業計画・予算案・会長推薦の件について審議・承認

され滞りなく終了しました。 

 公演会では、落語家桂文雀師匠による落語があり、落語の楽しみ方や裏話など、大変おもし

ろく楽しいものでした。 

 記念写真撮影後の懇親会では、自己紹介につづき福引をおこない、キャップ・T シャツ（コ

マ T）・マグカップなどの駒大グッズの景品にみな大喜びで、大変盛り上がりました。 

 最後は恒例の参加者全員による校歌斉唱と、母校と同窓会の発展を祈念して、エールで締め

くくりました。 

 今回も同窓会のすばらしさを改めて痛感しました。皆さん年齢や世代は違っても同じ学舎で

学んだ者同士、直ちに心が通じ合い、すばらしい笑顔でこのひと時を楽しまれていました。 

 来年の再会を誓って、暖かい思い出を胸に散会しました。 

 

報告：永岡文彦（事務局長） 

 

 

平成 27年度 総会開催のお知らせ 

日時 平成 27年 9月 12日（土） 

    受付開始 16：30～ 

    総会   17：00～ 

    講演会  17：30～ 



    懇親会  18：00～ 

会場 福岡ガーデンパレス 中央区天神 4-8-15 ＴＥＬ092-713-1112 

連絡先：永岡事務局長 

 

＜開催報告＞ 

福岡県支部は９月１２日（土）に２７年度同窓会総会を実施した。開会に先立ち林岳見事務局

長を始めご逝去されました同窓の皆様のご冥福を祈って黙祷を捧げました。阿津坂会長の挨拶

では会長職を交代する旨の話がありました。本部より萩野虔一同窓会長をはじめ、佐賀・熊本・

大分・宮崎・長崎の各県支部の役員の皆様を来賓に迎え、総数３２名の参加を頂きました。総

会では事業報告・計画、決算報告と予算、新年度役員の承認など滞りなく終了しました。公演

は和田なつきさんの紙や扇子・卵などを使った日本の伝統的な和妻で、西洋風の手品に親しん

でいる私たちには大変珍しく興味深いもので、日本の文化を感じました。記念写真の撮影後の

懇親会では、全員の自己紹介など通じて交流が深まりました。最後は恒例の参加者全員による

校歌斉唱と、母校と同窓会の発展を祈念して、エールで締めくくりました。来年の再会を誓っ

て、暖かい思い出を胸に散会しました。 

 

平成 26年度（第 15回）『同窓生の集い』ご案内 

 

日時 平成 26年 9月 13日（土） 

会場 福岡ガーデンパレス 810-0001 福岡市中央区天神 4-8-15 TEL 092-713-1112 

    受付 16：30～ 

    総会 17：00～ 4階 萩の間 

    懇親会 18：00～ 3階 宝満の間   津軽三味線 輝＆輝 による演奏 

問い合わせ先 事務局長 林 

＜開催報告＞ 

本年度の総会は支部創立 15 周年を記念して、創立総会開催会場の福岡ガーデンパレスホ

テルで開催いたしました。三連休の初日という条件のため、残念ながら出席者は 17 名と

少数でしたが、母校同窓会より常任副会長 渡邊義弘様、監査人 小林雅夫様をお招きし、

九州ブロック会各県支部（熊本・佐賀・大分・宮崎・長崎）の会長様、事務局長様にご出



席いただき、実り多い総会とすることができました。渡邊副会長様の母校の活躍や将来の

少子化への真剣な取り組みのお話をお聞きし、また小林監査役様の同窓会経営のご説明を

お聞きして、総会では母校創立 130 周年に対して支部より 10 万円の寄付を贈ることを全

員一致をもって決議いたしました。 

  

 本年の公演会には今や駒澤同窓会のアイドルとなっている「輝＆輝」のお二人が駆けつ

けてくれて素晴らしい津軽三味線の演奏と民謡の唄を披露していただきました。予定時間

を超えての熱演でしたが、その後もアンコールに応えていただいて会場を盛り上げていた

だきました。 

  

 懇親会では恒例の参加者全員スピーチではしゃぎ廻り、夜の過ぎ行くのを忘れさせてく

れました。最後の校歌斉唱は予定では母校合唱部のＣＤの演奏に合わせてと用意していた

のですが、突如永岡幹事の大学Ｔシャツ姿による合唱指導で最後を締めくくることができ

ました。 

  

 参加者の少ないことには課題を残しましたが、次回はより多くの参加者を目指して頑張

ってまいります。 

 

平成 25年度（第 14回）同窓生の集いご案内 

期日 平成 25年 9月 14日（土） 

会場 小倉ベイホテル第一 

    北九州市小倉北区浅野 2-17-31 TEL093-551-8282 

   16：00～ 総会 



   16：30～17：30 講演会（野球評論家、本学同窓生 白井一幸氏） 

   18：00～ 懇親会 

 

ふれあいと感動 

 平成 25 年度駒澤大学同窓会福岡県支部総会(第 14 回)は 9月 25日北九州市小倉北区「小倉

ベイホテル第一」で開催された。総会に先立って午後 3時より九州ブロック会議が開かれ同窓

会本部より常任副会長 岡林憲昭様、監査人 海山敬治様のご出席をいただき、九州ブロック

各支部(長崎・熊本・佐賀・福岡)の各支部会長・幹事長等による協議がなされ、今回はことに

次期同窓会会長選出につきブロック会よりの推薦委員選出を審議し、福岡県支部会長 阿津坂

正晴氏が全員一致で決定された。(大分・宮崎・沖縄・奄美各支部は阿津坂九州ブロック長へ

の全権委任による委任状を提出済み) 

 続いて総会が開かれ常任副会長 岡林憲昭様による本年度大学の現状報告と 11 月に開催さ

れるホームカミングディのご案内がありその後、平成 24 年度の事業報告・決算報告・会計監

査報告及び平成 25 年度事業案・予算案が審議され出席者全員の承認を得て総会を終了した。

今回の記念講演は支部同窓会での講演は初めての野球評論家平成 59 年法学部卒業の白井一幸

先生をお招きして開催された。演題は「心を動かすコミュニケーション」で指導者としての心

がまえについて具体的で実践的なお話に出席者一同時間のたつのも忘れて講演をお聞きしま

した。とくに講演中、寸劇の相手をしてくれた北九州市市議会議員の井上秀作氏(Ｈ5年法卒)

は謝辞の中で「この成果を市政の発展に生かします」と語り、参加者の喝采を受けました。最

後は楽しい懇親会が開かれ、北九州支部会長の矢野直行氏(Ｓ45 年法卒)による主催者歓迎挨

拶で「本市市制 50 周年の記念すべき年に皆様にお出でいただきましたことを、心より感謝致

します」と話され、乾杯のご挨拶とご発声を熊本県支部米丸会長様にお願いして始まりました。

歓談のなか、会員の眞鍋正人氏(Ｓ47 年経済卒)の尺八演奏を聴き、次に恒例の全員スピーチ

で盛り上がりました。今年も駒澤大学教育後援会福岡県支部の武知支部長様、村瀬副支部長様

がご参加いただき、数少ない女性参加者として全体の雰囲気を和ませていただき、交流をいっ

そう深めていただきました。なごりは尽きませんが来年の再会を約束して本年度の総会を終了



しました。 

(事務局長 林 岳見) 

 

平成 24年度総会のお知らせ 

日時 平成 24年 9月 8日（土） 

    15：30～受付開始 

    16：00～総会 

        講演（落語）三遊亭王楽 師匠（Ｈ12文学部卒） 

会場 ハイネスホテル 久留米 久留米市天神町 1-6 

               TEL0942-32-7699 

＜開催報告＞ 

 2000 年に支部が創設されて以来、13 回目の総会が平成 24 年?8 日久留米市のハイネスホテ

ル・久留米で開催されました。遠路茨城県より田中大孝常任副会長様をお迎えして盛会に開催

されました。途中駒澤大学理事長須川法昭様のご参加をいただき、母校の現状と対策の詳細な

ご説明いただき出席者皆安心するとともに支部として今後も母校を一致して応援していくよ

う決議しました。 

 本年のお楽しみは、同窓生でもある売れっ子若手落語家三遊亭王楽師匠の駒澤寄席で参加者

皆大いに楽しみ盛り上がりました。 

 懇親会では参加者全員のスピーチで笑に包まれ、応援歌の合唱のあと全員の健勝と繁栄、次

回の再会を約束して閉会としました。 

 

前列中央 王楽師匠 

 

平成 23年度 福岡県支部総会開催 

開催日 平成 23年 9月 10日（土） 

時間  午後 3時 30分より 



会場  ホテルコムズ福岡 

     福岡市博多区博多駅前 2-8-15 TEL092-451-5111 

＜開催報告＞ 

 平成 23年度同窓会開催される 

 毎年恒例の福岡県支部総会は 9月 10日（土曜日）福岡市のホテルコムズで開催されました。

開会にあたり物故同窓生と本年 3 月 11 日の東日本大震災の犠牲者の皆様に追悼の黙祷を奉げ

ました。阿津坂会長の挨拶に続きご来賓の駒澤大学理事長須川法昭様のご挨拶をいただき母校

の益々の発展と社会的評価の向上を喜びました。続けて母校総務部長・同窓会常任副会長秋沢

英策様の同窓会の現況につき詳しいご説明をいただきました。このあと総会議事に入り 22 年

度事業報告・会計報告・会計監査報告が承認され、続いて 23 年度事業案・予算案が承認され

議事を終了しました。さて本年の駒大公演会は本会の役員であり昭和 51 年文学部地理学科卒

の永岡文彦さんによる「篠笛とトークショー」ですが、その懐かしく心にしみる音色に一同聞

き入ってしまいました。曲は「荒城の月」「黒田節」「アメージンググレース」と続きその合間

のトークも軽妙で楽しく、最後は篠笛の伴奏で一同唱歌「ふるさと」の合唱で終わるはずでし

たが一同のアンコールの声で最後は名曲「青葉の笛」の鑑賞で終了しました。これから楽しみ

の懇親会に入りましたが、今回はいっそう盛り上がり、歓談、談笑に会場は包まれました。最

後の応援歌の斉唱の再、一同の希望でさきほどの永岡さんが指導することとなり、壇上に上が

った永岡さんがステージ衣装を脱ぐと何と胸に「駒澤大学」の文字の入った Tシャツ姿となり

一同大いに高揚して応援歌を斉唱して本年の同窓会を終わりとしました。 

 本日遠路遥々お越しいただいた須川理事長様、秋沢副会長様、そして九ブロック各県の役員

の皆様、駒澤大学教育後援会福岡県支部の役員の皆様、本当に有難うございました。またご多

忙のなかご出席いただいた本支部会員の皆様、本当に有難うございます。今回ご都合でご出席

いただけなかった会員の皆様、こんな素晴らしい同窓会に是非来年はご参加ください。心から

皆様のお出でをお待ちしています。（事務局 林） 

  

須川理事長 



 

＜九州ブロック会 開催報告＞ 

第 8 回九州ブロック会議は平成 23年 9月 3日熊本県支部総会に先立って午後 4 時よりアーク

ホテル熊本で開催されました。出席の支部は担当支部の熊本はじめ長崎・佐賀・福岡・鹿児島・

沖縄の支部長・副支部長・幹事長・事務局長の皆様また同窓会本部より教育振興部部長で同窓

会本部事務局長の岩根嶺雄様をお迎えし、今回初めて遠路はるばる沖縄県支部より国場厚子副

支部長様のご出席をいただき、他の出席者は「九州はひとつ」の感慨をいっそう深くいたしま

した。 

 担当支部支部長米丸善行様、九州ブロック会長阿津坂正晴様のご挨拶に続き岩根事務局長様

の母校の現状また同窓会全体の現状のご報告をいただき、ひきつづき各支部の活動報告が行わ

れ、その後議事にはいりました。まず第一号議案として同窓会本部規程検討委員会委員選出を

行い内容の審議とともに委員に熊本県支部長の米丸善行様に全員一致をもってお願いをいた

しました。続いて東日本大震災の母校関係者の義援について審議し各支部において会員に大学

の施策が浸透するように説明することとなった。今回は特に活発な発言に終始し終了予定の時

間が迫ったため後の議題は継続審議とし、現在までの収支決算と会計監査を行い議事を終了し

た。最後に以前より懸案の九州ブロック大会の早期開催を図るよう事務局に指示があり今回の

会議を閉会しました。（事務局 林） 

 

『同窓生の集い』平成 22年度 総会開催のお知らせ 

期日 平成 22年 9月 11日（土） 

会場 ホテル コムズ福岡（旧 三井アーバンホテル） 

福岡市博多区博多駅前 2-8-15 TEL092-451-5111 

時間   午後 2時  受付開始 

3時より 第一部 福岡県支部総会 

4時より 第２部 駒大寄席 出演 桂 竹丸師匠（Ｓ55商学科卒業） 

5時 第３部 懇親会 



連絡先：事務局 林 岳見   093-562-8738、FAX093-583-3958 

 

 22.9.11 

 

福岡県支部「同窓生の集い」 

第 10回記念総会 

日時   平成 21年 9月 12日（土） 

会場   ホテル コムズ福岡（旧三井アーバンホテル） 

     福岡市博多区博多駅 2丁目 8番 15号 電話 092(451)5111 

記念講演会 若田部健一 氏 

九州ブロック会も同日開催いたしました。 

＜開催報告＞ 

「ふれあいと感動」をもとめて 

 平成 22年度福岡県支部総会は同窓会本部より渡邊副会長様をお迎えし、九州ブロッ

ク会より米丸熊本県支部会長様、秋吉鹿児島県支部会長様、松江佐賀県支部幹事長様、

角鹿児島県事務局長様のご出席をいただき 9月 11日に開催されました。総会のあと同

窓会の売れっ子噺家 桂 竹丸師匠に駒大寄席を熱演していただき、参加者大いに盛

り上がりました。続いて懇親会に移り、恒例の全員スピーチが始まり今年の先頭は一

番若く初めて出席の福岡第 8 区選出の衆議院議員山本剛正君となりました。今年は新

たに女性の同窓生の参加があり、みんな浮き浮き。また教育後援会福岡県支部の会長

様、副会長様のお母様お二人もおいでいただき例年より華やかな宴席となりました。

参加者はみな「こんな楽しい同窓会なのに、何で出席者が少ないのだろう。」と話なが

ら来年の再会と出席者の誘い合いを誓って充実した今年の総会を締めくくりました。

まだご参加いただいてない同窓生のみなさん、来年の総会には是非おいでください。 

（事務局 林） 


