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以下のとおり開催されました 

令和元年度 50周年記念長崎県支部総会のお知らせ 

日時 令和元年 10月 5日（土） 

    総  会 16：00～16：50 

    記念寄席 17：00～17：50 派遣講師：三遊亭 王楽 師匠 

    写真撮影 

    懇 親 会 18：00～20：00 

会場 ホテルニュー長崎 長崎市大黒町 14-5 TEL095-826-8000 

 

平成 30年度 長崎県支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 10月 20日（土） 

    総会 16：00～16：50 

    記念寄席 17：00～17：45 派遣講師 桂 竹丸師匠 

    写真撮影 

    懇親会  18：00～20：00 

会場 ホテルニュー長崎 長崎市大黒町 14-5 TEL095-826-8000 

 

 



平成 29年度 長崎県支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 10月 21日（土） 

    総 会 16：00～16：50 

    講演会 17：00～17：50  派遣講師：三井三太郎 氏 

    懇親会 18：00～20：00 

会場 ホテルニュー長崎  長崎市大黒町 14-5 ＴＥＬ095-826-8000 

 

＜開催報告＞ 

10月 21日（土）長崎市のホテルニュー長崎にて、47名で盛大に開催致しました。 

長崎県の同窓生は、39 名、同窓会本部より常任副会長・青山晴美様、監査人・熊澤芳

子様、九州各県から、熊本県支部長 冨永様、大分県支部長 金山様、福岡県副支部

長 森様、 

佐賀県支部事務局長 千綿様という錚々たる皆様にお出で頂きました。 

青山副会長、熊澤監査人 お二人もの女性役員にお出でいただいたということは・・・そうで

す！ 長崎県支部も早く女性部会を軌道に乗らせる様に！！ という温かい圧力（失礼 ご

指導）を頂戴したのも同然 と勝手に解釈しました。（もちろんお二人には開始前にお時間をい

ただき、全国女性役員大会に参加された経験を持つ柿坂さん・田中さんがお話を伺いまし

た。） 

 

総会では、青山副会長からの、同窓会と母校の現状報告に皆さん聴き入っていました。一

瞬にしてあの頃（学生時代）にタイムスリップ！ 同窓会の醍醐味です。 

 

総会議事も無事終了した後は、三井三太郎氏による記念講演「師匠谷啓と奇跡の連続 

私の人生」。やはり芸能レポーター！ 三井さんのお話にはぐぐぐっと引き込まれました。また、

仕事とは言え、そこまでやるの！？という体を張ったレポート内容の連続には驚くと同時に頭が

下がりました。 

 

いよいよ、お待ちかねの懇親交流会！！ 

市丸相談役の乾杯でスタート！ 食事もひと段落した所で、監査人 熊澤様をはじめ九州各

県の皆様に一言ずついただきました。 

その後は、恒例の「下濵タイム！！」 駒大運動部情報通の下濵先輩によるニュースタイム

です。ほぼ毎年、駅伝の応援に行かれているだけあって、他の部も含め、その情報量は「コマ

スポ」を上回るという噂です。 

最後は、これまた恒例の大抽選会！ くじは公正を期すために三井さんに引いて頂きました

が、 

三井さんは、ここでも「奇跡の連続！」。本当に嘘の様でしたが、その商品を必要としている方

にみごとに当てていました。 



また、永田先輩がご自身の著書を提供して下さったことで、さらに盛り上がりました。本当に

ありがとうございました。 

 

ついに終了と思いきや、今回は、ここでサプライズが！ 駒大今昔物語DVDのはじまりはじま

り・・・ 

なんと長崎県出身で、現在駒澤大学に勤務されている方が三か月間ほぼ寝ずに長崎県支

部の 

ために制作して下さった DVDの上映会が開始されたのです。 

みなさん目頭を熱くしながら、「今はすごかね～ よかね～」「あっ あのバス 乗った乗った」

等々 

またもやタイムスリップ！！ 本当に感謝申し上げます。 

 

そして「校歌斉唱」。山口理事にエールを切って頂き、全員が気持ちを一つにしました。 

最後は「万歳三唱」。山田顧問に音頭を取って頂きました。 

 

今回も本当に本当にあっという間、そして駒大生で本当に良かったと思えた 4時間でした。 

 

そしてまた、ホームカミングデーの前でたいへんお忙しい中にも関わらず、ご支援頂きました

同窓会本部の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

今年も素敵な総会を開催できましたことを報告させて頂きます。ありがとうございました。 

 

事務局 山田幸司 

 

＜当日の写真＞ 

 

  

田中支部長挨拶               青山副会長挨拶 



  

     三井三太郎氏 講演 

 

 

  

                          熊澤同窓会監査人挨拶 

 

 

 



 

 

 

平成 28年度 長崎県支部総会のお知らせ 

日時 平成 28年 10月 22日（土） 

    総 会 16：00～16：50 

    講演会 17：00～17：50 

    懇親会 18：00～20：00  出演：派遣講師 和田奈月（マジシャン） 

会場 水辺の森のワイナリーレストラン OPENERS 

    長崎市常磐町 1-15 TEL 095-811-6222 

＜開催報告＞ 

10 月 22 日（土）長崎市の「水辺の森のワイナリーレストラン OPENERS」にて、47 名で盛大に

開催致しました。 

長崎県の同窓生は、我らが誇る須川理事長をはじめとして 40 名、同窓会本部より常任副

会長・渡邊義弘様、講師・和田奈月様、九州各県から、佐賀・豆田支部長（常任副会長・

九州ブロック長）、福岡・永岡事務局長、熊本・冨永会長・大分・金山支部長・宮崎・右松

支部長という錚々たる皆様にお出で頂きました。 

総会のご来賓挨拶で、渡邊副会長から同窓会の現状、須川理事長からは大学の現状を

伺うことができ、気持ちは皆さん、あの頃（学生時代）にタイムスリップ！と同時に感慨に耽られ

ていた様です。 

 

議事に関しては、通常の決算・予算以外に第 3 号議案として「規約改正」が提案され、永

年見直しをしていなかったこともあり、総会の開催日を長崎くんち（10月 7～9日）の次の次の土

曜日に固定化するという大きな柱も含めて承認されました。 



第 4号議案の「役員改選」承認後、第 5号議案「女性部会設立に向けて」が田中会長よ

り提案され、女性部会の設立と役員 2 名が無事承認されました。（役員のお一方は、今期か

ら支部役員にも就任いただきました。）長崎県支部の更なる活性化が期待されます。 

第 6 号議案「本部次期会長候補者推薦の件」に関しては田中会長から「現萩野虔一会

長にぜひ 2 期目も続投していただける様推薦させていただきます。」と提案され、満場一致で

承認されました。 

 

以上の様に総会議事も無事終了した後は、和田奈月さんによる演芸「和妻」の始まりぃ～

始まりぃ～。 

えっ？ なぜ？ 何がどうなっているの？ 等々不思議な世界に引き込まれた皆さん。 

和田さんの軽妙な技とおしゃべりで会場は大盛り上がりでした。 

写真撮影の後は、お待ちかねの懇親交流会！！ 

いつもとちがった雰囲気の会場に先輩方の反応はどうかなぁ～と思っていた所、評判は上々

で一安心でした。他県の皆様からも「さすが長崎はおしゃれね～」とお褒めの言葉を頂きまし

た。 

なんと今回、「特別公演」として、福岡県支部の永岡事務局長に「篠笛」を演奏して頂きま

した！最後は全員で「ふるさと」の大合唱と会場を盛り上げてくださりました。 

ここでサプライズの大抽選会が！くじは公正を期すために和田奈月さんに引いて頂きました

が、なぜか初参加の方にはいいのが当たるんですねぇ。 

その後は「校歌斉唱」！山口理事にエールを切って頂き、全員が気持ちを一つにすること

ができました。 

最後は「万歳三唱」。佐世保から駆けつけて下さった茨木副会長に音頭を取って頂きまし

た。 

 

本当に本当にあっという間、そして駒大生で本当に良かったと思った 4時間でした。 

今回、役員以外にも多数の平成卒の皆さんに準備から手伝って頂きました。本当に有難かっ

たです。こうやって自然と歴史を繋いでいっているのかなとも思います。 

そしてまた、ホームカミングデーの前でたいへんお忙しい中にも関わらず、ご支援頂きました

同窓会本部の皆様に心より感謝申し上げます。 

今年も素敵な総会を開催できましたことを報告させて頂きます。ありがとうございました。 

事務局 山田幸司 



  

    

     

 

平成 27年度 長崎県支部総会のお知らせ 

日時 平成 27年 9月 19日（土） 

    受 付 16：30～ 

    総 会 17：00～ 

    懇親会 19：00～ 

会場 福壽（ふくじゅ） 長崎市新地町 2-5 ＴＥＬ 095-821-3032  

連絡先 事務局長 山田幸司 

 



平成 26年度 長崎県支部創立 45周年記念総会 

日時 平成 26年 9月 20日（土） 

    受 付 16：30～ 

    総 会 17：00～ 

    懇親会 19：00～  出演：三遊亭 王楽 師匠 

会場 サンプリエール 長崎市元船町 2-4 TEL095-822-3390 

連絡先 事務局長 山田幸司 

 

＜開催報告＞ 

平成 26年 9 月 20日（土）サンプリエール（長崎市）に於きまして、長崎県支部設立 45 周年

記念総会ならびに記念祝賀会を開催致しました。 

参加者は長崎市内を中心に 50 名と、当日仕事の関係等で 7 名もの欠席が出ましたが、大学よ

り 理事長 須川様、同窓会本部から常任副会長 阿津坂様（九州ブロック長・福岡県支部 会

長）、また九州ブロック各県より、福岡県支部 事務局長 林様（九州ブロック 事務局長）、

佐賀県支部 支部長 豆田様・事務局長 千綿様、熊本県支部 会長 冨永様・事務局長 原

田様、大分県支部 会長 金山様という錚々たる皆様にご臨席賜りました。 

須川理事長は、大学の卒業式終了後、こちらに向かって下さいました。 

お忙しい中、本当にありがとうございました。 

支部会員各位の協力もあり、総会では、須川理事長に長崎県支部として、開校 130周年記念棟

建設基金への寄付金 30万円の目録贈呈を行うことが出来ました。 

続いては、三遊亭王楽師匠による『記念寄席』！ 

その前に、別室での記念撮影だったのですが、ここで、私は大失態を犯してしまいました。控

室にいらっしゃった三遊亭王楽師匠に声をかけ忘れたのです。 

本当にたいへんな失礼をしてしまいました。しかし、ピンチはチャンス。ある先輩が「また来

て頂ければいいじゃないか！」と声をかけて下さったのです。 

そうだ、設立 50周年記念総会にぜひお出で頂こう！ 私は勝手に決意しました。 

『記念寄席』の開始にあたっては、失礼を吹き飛ばす様に、皆さんに割れんばかりの拍手での

お出迎えをお願いしました。 

お父様であり兄弟弟子にあたる三遊亭好楽師匠より忙しい？という噂の「2代目星の王子様」

として精力的にご活躍なされている王楽師匠。 

まさに設立 45周年を飾るに相応しい『記念寄席』を行なって頂きました。 

たいへんな失礼をしたものの、芸能界の方と気軽にお話できるなんて本当に駒大生でよかった

と痛感しました！ 

もちろん「将来大物になっても知らん顔は無しですよ」と約束して頂きました。 

いよいよお待ちかねの記念祝賀会。 

開会挨拶の前に、突然司会者から「握手タイム！」の一声が。 

「えっ？」「何っ？」一体何をどうすれば良いのかと戸惑う皆さんでしたが、 



説明の前から次から次へと握手をしながら挨拶を交わし、お互いの緊張をほぐすことで、会場

全体がすぐにひとつになり、世代を問わず誰もがすぐに打ち解けることができました。 

歓談に入り、一呼吸ついた所でこれまた突然会場が暗くなり「大学紹介 DVD」の上映が始まり

ました。（これは式次第に記載していましたが） 

「いゃ一懐かしさ一」全員 一瞬にして“あの頃”にタイムスリップです。 

「大学紹介 DVD」というだけあってわずか 10 数分ながらも、入学から卒業までを味わえるな

んてもう感謝感激 DVD様々でした。 

続いては、初参加の方を中心にした「アピールタイム」 

突然の指名にも、皆さん「待ってました！」とばかりにマイクをなかなか離さない離さない。 

何と S銀行さんからは 3名もの若手の出席があり、出席者の平均年齢をぐっと下げて頂きまし

た。さらに驚いたのは、銀行内に「駒大同窓会」（11名）が組織されていたのです！ 

「年金の受け取りば S銀行さんに変えんば！」という声がしたとかしないとか。 

日頃からご苦労が絶えない「九州ブロック事務局長ズ」の御三方にも登壇していただきました。

先輩方、本当にお疲れ様です。 

サプライズが続く中、これまた式次第にはない「支部設立 45周年記念 サプライズ（的）『駒

大グッズ』大抽選会」が！ 

なぜ（的）なのか。それは、祝賀会会場の入り口で「番号札」を配ったからです。（抽選のた

めやむを得ず） 

「お坊さん・駅伝・野球・サッカ一の『キュ一ピ一 4 兄弟』」の登場に会場は沸きに沸き、抽

選が済むと、「携帯ストラップ」「Tシャツ」「ニット帽」「ネクタイピン」「ネクタイ」「ブルゾ

ン」（の登場・抽選が繰り返され）とまるでドラ○もんポケットの如く次から次々に出て来た

「駒大グッズ」は、なっなんと、太っ腹な田中会長が高級住宅地にあるご自宅を売り払って、

手に入れられた貴重なものばかりでした。 

会場からは「次は○番を！」「なぜ△番を引いてくれないのか～」「前後賞は無いのか～」等々

の声が響き、品位ある駒大同窓会とは思えないほど、皆さん鬼の形相でした。 

派遣講師の三遊亭王楽師匠にくじを引いて頂いたのですが、不思議なことにそのほとんどが初

参加の方に当たりました。 

最後の特別賞はもちろん三遊亭王楽師匠のサイン色紙でした！ 

 

本当にあっという間の 4時間弱でした。今回も同窓会のすばらしさを改めて痛感しました。世

代は違えど同じ“駒沢”の地で学びあった者同士、ほとんどレギュラ一参加の方も今回が初参

加の方も皆さんすばらしい笑顔でこのひと時を楽しまれていました。 

 

実行委員の皆様の並々ならぬご尽力と同窓会本部の心温まるご支援により、おかげさまを持ち

まして無事 設立 45周年記念総会・祝賀会を開催することができました。 

次の 50 周年、そして、元気に参加出来たらいいなと思う 100 周年に向け、アットホームさ、

そして駒大 OBという誇りを忘れずに絆をさらに深め合って行きたいと思います。 



駒澤大学そして駒澤大学同窓会 万歳！！ 

事務局 山田幸司 

 

  
田中会長挨拶           須川法昭理事長 祝辞 

  理事長へ寄付金贈呈 

  

開会挨拶 玉城副会長        九州 3県事務局長の皆様 



         

    大学紹介 DVD みんなでタイムスリップ    市丸相談役による乾杯 

     三遊亭王楽師匠 

 

平成 24年度総会開催について 

日時 平成 24年 8月 25日（土） 

    受付開始 17：30 

    総会   18：00 

    懇親会  18：30 

会場 ホテルニュー長崎 〒850-0057 長崎市大黒町 14-5 

（ＪＲ長崎駅、長崎空港より 1時間弱） 

            TEL095-826-8000 

連絡先 事務局長 山田幸司 095-822-0680 

  

 

＜長崎県支部 須川理事長就任祝賀会＞ 

開催日 平成 24年 2月 25日（土）18：30～ 

場所  ホテルニュー長崎 

  



 

 

＜長崎県支部 県北地区会・須川理事長就任祝賀会＞ 

開催日 平成 23年 11月 26日（土） 

場所  ホテル万松楼 

  

＜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） 

 

平成 23年度長崎県支部総会開催について 

日時 平成 23年 8月 20日（土） 

    受付  17：30～ 

    総会  18：00～ 

    懇親会 18：30～ 

会場 ホテル ニュー長崎 長崎市大黒町 14-5 TEL095-826-8000 

＜長崎県支部 平成 23年度 総会 開催報告＞ 

平成 23年 8 月 20日（土）ホテルニュー長崎に於きまして、長崎県支部 平成 23年度総会

を開催致しました。 

参加者は長崎市内を中心に 34 名と少なかったものの、同窓会本部から阿津坂常任副会長（九

州ブロック長・福岡県支部会長）様、大学より須川理事長様、九州ブロックより、熊本県支部・

米丸会長様、佐賀県支部・高尾副支部長様 という錚々たる皆様にご臨席賜りました。 

 

何と申しましても、理事長 須川様は、長崎・佐世保のご出身で、長崎県支部として、こん

なにも名誉なことはございません。 

また、今回は、“初づくし”ばかりで、本当にすばらしい総会となりました。 

まずは、阿津坂様。常任副会長として、“初のお仕事”を長崎で行って頂きました。 

続いて、派遣講師の“心のマジシャン”なか。たつや様。理事会で、満場一致でお願いするこ

とが決まったわけですが、理事各位の目に狂いはありませんでした。 

依頼は、熊本県支部の方が早かったそうなのですが、開催がこちらが早く、派遣講師としての

スペシャルマジックショーを懇親交流会の中で“初披露”して頂きました。 

どう考えてもわからない、そのすばらしい腕前に、会場はたいへん盛り上がり、なんと緊急会

議？が開かれ、その場で、3年後の「長崎県支部 45周年記念総会」にもお出で頂くことが決

定！ なか。さんには快くお引き受け下さりました！！ 

 

今回、平成 17年・21年卒という頼もしい若者 2名が“初参加”してくれました。 

若いとは本当に羨ましいというか、怖いもの知らずというか、挨拶（一人一言）の中で、いき

なり「私たちが長崎県支部をしょって立ちます！」という宣言をしてくれて、私は、嬉し涙が

止まりませんでした。（ついに事務局から解放される・・・） 

 

先輩諸氏の並々ならぬご尽力と同窓会本部の心温まるご支援により、おかげさまを持ちまし

て無事 今年も総会を開催することができました。 

これからも、長崎県支部の“うり”アットホームさ そして駒大生という誇りを忘れずに 絆



を深め合っていきたいと思います。駒大万歳！！ 

事務局 山田幸司

 

 

  

須川 駒澤大学理事長 

  

 



長崎県支部 設立 40周年記念総会・祝賀会 開催報告 

平成 21年 8 月 22日（土）ホテルニュー長崎に於きまして、設立 40 周年記念総会ならびに

記念祝賀会を開催致しました。 

参加者は長崎市内を中心に 54 名とちょっと少なかったものの、同窓会本部から越後会長、大

学より田中総長（同窓会名誉会長）、同窓会監査人 岡林様、同じく事務局 臼倉様、また、

九州ブロックより、福岡・阿津坂会長、村田理事、林事務局長、熊本・米丸会長、佐賀・高尾

副支部長、千綿事務局長 という錚々たる皆様にご臨席賜りました。 

越後会長様からは、ますます活発化し続けている全国の同窓会の活動や同窓生の活躍の現状

等を、また、田中総長様からは皆が驚いた？「大学の資産運用状況」について詳しくお話いた

だき、参加者みなそれぞれの青春時代を思い出しながら聴き入るとともに、母校の現在の財政

状況について安心感を高めていた様です。 

続きまして、三遊亭貴楽師匠による『記念寄席』！ さすがはプロ！ 皆ぐぐぐぐっと引き

込まれ腹を抱えて笑い続けていました。また、師匠は現在、苫小牧駒澤大学非常勤講師、また、

ラグビー部総監督も務めておられるので、現在の母校や今時の学生の実態？等も面白おかしく

お話し頂き、非常に嬉しく有り難く感じました。 

まさに設立 40周年を飾るに相応しい『記念寄席』を行なって頂きました。 

いよいよお待ちかねの記念祝賀会。一言で言えば、非常に盛り上がりました！世代は違えど

同じ“駒沢”の地で学びあった者同士、ほとんどレギュラー参加の方も今回が初参加の方も皆

さんすばらしい笑顔でこのひと時を楽しまれていました。40 周年記念であり、本来ならば参

加者全員から一言ずつ頂くのが筋ではあったのですが、あまりの盛り上がりに、司会からの指

名とさせて頂きました。皆さん突然指名されてもそこは駒大生 しゃべるしゃべる！ いや、

思いが深い と言った方がいいかも知れません。 

本当にあっという間に時間が過ぎてしまいました。 

先輩諸氏の並々ならぬご尽力と同窓会本部の心温まるご支援により、おかげさまを持ちまし

て無事 設立 40周年記念総会・祝賀会を開催することができました。 

50周年 100周年に向け、アットホームさ そして駒大生という誇りを忘れずに 絆を深め

合っていきたいと思います。駒大万歳！！ 

山田幸司 

  

田中支部長挨拶        三遊亭貴楽師匠の落語 



  

会場風景           最後は校歌で 

 

40周年記念支部総会開催について 

日時   平成 21年 8月 22日(土)  

     受 付  17時～ 

     総 会  17時 30分～ 

     説明会  18時～ 

     記念寄席 18時 20分～ 

     懇親会  19時～ 

会場   ホテルニュー長崎 

     長崎市大黒町 14－5  電話 095－826－8000 

     （ＪＲ長崎駅横、長崎空港より 1時間弱） 

連絡先  事務局長：山田幸司 


