
熊本県支部 

 

支 部 長： 冨永 寿彦 とみなが としひこ（Ｓ44経・経済） 

事務局長： 原田 裕士 はらだ ゆうじ  （Ｓ53営・経営） 

支部内同窓生数 ５９１人 
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以下のとおり開催されました 

 

平成 30年度 熊本県支部総会開催のお知らせ 

日時 平成 30年 9月 1日（土） 

    総 会 16：00～ 

    講演会 17：00～ 派遣講師：白井一幸氏 

    懇親会 18：00～ 

会場 アークホテル熊本城前 熊本市中央区城東町 5-16 ＴＥＬ096-351-2222 

 

平成 29年度 熊本県支部総会（30周年）開催のお知らせ 

日時 平成 29年 9月 2日（土） 

    総 会 16：00～ 

    講演会 17：00～ ：派遣講師 ＴＶ朝日 藤井 暁 氏 

    懇親会 18：00～ 

会場 アークホテル熊本城前 熊本市中央区城東町 5-16 ＴＥＬ096-351-2222 

 

平成 28年度熊本県支部総会開催について 

日時 平成 28年 10月 1日（土） 以下時間は予定です。 

    総会 16：00～ 

    講演会 17：00～ 派遣講師 津軽三味線デユオ 輝＆輝による演奏・歌 

    懇親会 18：00～ 

会場 アークホテル熊本城前  

熊本市中央城東町 5-16 TEL096-351-2222 

 

平成 27年度熊本県支部総会開催について 

日時 平成 27年 9月 5日（土） 

    総会 16：00～ 

    講演会 17：00～ 落語：三遊亭遊馬師匠 

    懇親会 18：00～ 

会場 アークホテル熊本 熊本市中央区城東町 5-16 ＴＥＬ096-351-2222 

 



 

成 26年度熊本県支部総会・講演会・懇親会について 

日時 平成 26年 9月 6日（土） 

    総 会 16：00～ 

    講演会 17：00～（三遊亭王楽 師匠による落語） 

    懇親会 18：00～ 

場所 アークホテル熊本  熊本市中央区城東町 5-16 ＴＥＬ096-351-2222 

 

 

平成 25年度熊本県支部総会開催について 

日時 平成 25年 9月 28日（土） 

    総 会 17：00～ 

    懇親会 18：00～ （予定） 

場所 アークホテル熊本 熊本市中央区城東町 5-16 TEL096-351-2222 

 

平成 24年度熊本県支部同窓会（総会並びに講演会・懇親会）開催 

日時 平成 24年 9月 1日（土） 

    総 会 16：00～ 

    講演会 17：00～（落語：桂 竹丸師匠） 

    懇親会 18：00～ 

会場 アークホテル熊本 熊本市中央区城東町 5-16 TEL096-351-2222 

 

平成 23年度熊本県支部同窓会（総会並びに講演会・懇親会）、九州ブロック会開催 

日時 平成 23年 9月 3日（土） 

   九州ブロック会 15：00 

   総会      16：00 

   講演会     17：00 

   懇親会     18：00 （時間は予定です） 

場所 アークホテル熊本 熊本市東町 5-16 TEL096-351-2222 

＜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）   

 

＜熊本県支部総会開催報告＞ 

 平成 23年 9月 3 日（土）熊本市内にて本年度の同窓会を開催しました。阿津坂正晴同窓会

副会長と岩根嶺雄部長にご来熊戴きまして、総会では昨年度の事業報告・決算報告並びに役員

改選、本年度事業計画案・予算案の審議を行い、滞りなく承認されました。 

 その後の懇親会では、派遣講師になって長崎に次いで熊本が二度目のお披露目という、マジ

シャンの「なか。たつや」氏による素晴らしいマジックと軽妙な話術で一気に場が和み、さら

に、当日たまたま熊本に滞在中の陸上競技部ＯＢ会の皆様の飛び入り参加もあり、大変賑やか

な懇親会となりました。 

 熊本県支部では総会通知ではなく「同窓会開催のご案内」を発送し、同じ駒澤大学に通った

仲間としての親睦と交流を目指しています。 

（事務局長 原田裕士 昭和 53年経営学部卒） 

  

     ブロック会の様子           米丸支部長 

  



森本葵陸上競技部ＯＢ会会長  マジシャン なか。たつやさん（派遣講師） 

 

 

平成 22年度熊本県支部同窓会総会並びに講演会・懇親会のお知らせ 

日時 平成 22年 9月 4日（土） 

   受付   15：30 

   総会   16：00 

   講演会  17：00 ・・・安田天草市長「演題 未定」 

   懇親会費 18：00 

場所 ホテルアレグリアガーデンズ天草 

   〒863-0001 熊本県天草市本渡町広瀬 996 

   TEL0969-22-3161  FAX0969-24-0670 

＜開催報告＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駒澤大学同窓会熊本県支部平成 22年度同窓会 

平成 22 年度 9月 4 日（土）熊本市内を離れまして「天草の乱（島原の乱）」で全国的に

も有名な「天草四郎」のお膝元「日本の宝島・天草市」にて本年度の同窓会を開催しま

した。越後宏允同窓会会長にご来態戴きまして、出席者 36名によります総会では、昨年

度の事業報告・決算報告並びに本年度事業計画案・予算案の審議を行い、滞りなく承認

されました。 

続く、講演会は同窓生でもあります、当地の天草市長安田公寛氏（昭和 50年駒澤大学大

学院修士課程修了）を講師に招き「2050年天草物語」のテーマで熱い思いの講演を戴き

ました。 

懇親会では昭和 30年卒の大先輩から平成 19年卒のフレッシュな新人まで、駒大 OBらし

く終始和やかな中にも規律と盛り上がりを見せた大懇親会となりました。 

熊本県支部では総会通知ではなく「同窓会開催のご案内」を発送し、同じ駒澤大学に通

った仲間としての親睦と交流を目指しています。 

事務局長 原田裕士 昭和 53年経営学部卒 



  

 


