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以下のとおり開催しました 

令和元年度 沖縄県支部総会のお知らせ 

日時 令和元年 9月 14日（土） 

    総 会  17：00～17：30 

    講演会  18：20～19：20  派遣講師：なか。たつや氏 

    懇親会  19：20～20：30 

会場 ロワジールホテル那覇  那覇市西 3-2-1 TEL098-868-2222 

＜開催報告＞ 

昨年の 20 周年に続き、本年も無事に総会を開催することができました。同窓会本部からは、

渡邊義弘常任副会長にお越しいただき、大学の近況や同窓会の現状をお伺いすることができま

した。その後、総会ではすべての議案について、無事に審議、承認を得ることができ、同窓生

でマジシャンのなか。たつやさんによるマジックショーを楽しみました。なか。さんのテクニ

ックと巧みな話術には驚き。とても愉快な時間を過ごし、懇親会もとても和やかでにぎやかに

とりおこなくことができました。参加者は２９名、うち女性も８名お越しくださいました。ま

た来年もしっかりと総会を行いたいと思いますので、沖縄の皆さん！ぜひご参加くださいね。 

 

 

  

 

 

 



平成 30年度沖縄県支部総会 20周年記念 のお知らせ 

日時 平成 30年 9月 15日（土） 

    総会・会議報告・本部役員報告など 17：00～18：30 

    講演会  18：40～19：40  派遣講師：白井一幸氏 

    懇親会  19：40～20：50 

会場 ロワジールホテル那覇  那覇市西 3-2-1 TEL098-868-2222 

 

＜開催報告＞ 

「おかげ様で、支部設立２０周年」 

遡る事。２１年。大学当局より突如連絡が入ります。「野球部の、太田監督が表敬の為沖

縄入りします。」ご来沖の目的は、支部立上げ。慌てた私は、沖縄タイムス社。琉球新報

社への取材依頼を取付けます。同窓生リストも戴き、見ず知らずの先輩方へ連絡を差上げ。

１９９９年１１月２7 日、同窓生出席者１２０名。中畑清氏。黒木悦子氏の講演会＆ライ

ブで、沖縄県支部設立総会を大いに盛上げて戴きました。現在、4 代目「國場厚子会長」

の基、若きは２０代から、大先輩方も交えた交流を続けています。さらに「駒美会」を新

たに立上げ、定期的な女子会もスタートしました。卒年度昭和３３年から平成３０年まで。

同窓生４００余名。「駒澤大学・短期大学」を共通の故郷とする６０年の間の、同窓生一

人一人が持たれる歴史を、毎年の総会案内送付の手配をする都度、深く感じ入る次第です。 

 

 

平成 29年度沖縄県支部総会のお知らせ 

日 時 平成 29年 9月 9日（土） 

     総会       17：00～17：30 

     全国支部長会報告 17：30～17：50 

     同窓会本部報告  17：50～18：10 

     落語       18：20～19：20 派遣講師 桂 文雀 師匠 

     懇親会      19：20～20：30 

会場 ロワジールホテル那覇 那覇市西 3-2-1 ＴＥＬ098-868-2222 

 

 

訃報 

平成 29年 7月 24日 宮城俊郎 支部長が逝去されました。 

謹んでお悔やみ申し上げますと共に、ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 



平成 28年度沖縄県支部総会のお知らせ 

日 時 平成 28年 8月 27日（土） 

     総 会    17：00～17：30 

     全国会議報告 17：30～17：40 

     大学近況報告 17：40～18：00 

     古典落語   18：10～19：10 三遊亭遊馬師匠 

     懇親会    19：10～20：30 

会 場 ホテルロイヤルオリオン「旺（オウ）の間」地下 1階 

      那覇市安里 1-2-21 ＴＥＬ866-5533 

 

 

台風により、中止となりました本年度の支部総会は、以下の日程で開催となりました。 

平成 27年度 沖縄県支部総会開催 

  日時 平成 27年 10月 11日（日） 

      受付開始 14：30～ 

      総会   15：00～ 

      懇親会  16：10～ （津軽三味線 輝＆輝 出演） 

  会場 ホテルロイヤルオリオン  

那覇市安里 1-2-21 ＴＥＬ098-868-0270 

＜開催報告＞ 

平成 27年 7月 25日（土）第 17回沖縄県支部総会が台風 12号接近の為順延に！ 

仕切り直しの開催が、10月 11日（日）となり例年 40名程度の参加者が 25名と少々寂しくな

りましたが、ご来賓の渡邊義弘氏をお迎えし、輝&輝 津軽伊三味線デュオで大いに盛り上が

りました。同窓会本部の毎年のご協力に感謝いたします。 

 



平成 26年度沖縄県支部総会 

  日時 平成 26年 7月 26日（土） 

      総 会 17：00～ 

      懇親会 19：30～ 

  会場 沖縄ロイヤルオリオンホテル 那覇市安里 1-2-21 TEL098-866-5533 

 

同窓生の皆様へ 

『模合(もあい)』（懇親会）に参加しませんか？ 

沖縄県支部同窓会では、毎月第 2金曜日、19：00～、那覇市内で模合を開き、駒澤大学同

窓生としての絆を深め、和気あいあいと楽しい時間を過ごしています。 

 

会場など詳しいことは、下記までお問い合わせください。 

宮城俊郎 携帯：090-1949-9556 

27歳から 70歳までの女性 3人、男性 17人で集まっています。 

お気軽にご参加ください。 

 

平成 25年度沖縄県支部総会開催について 

日時 平成 25年度 7月 27日（土） 

    受付開始 17：00～ 

    総会   17：30～ 

    懇親会  18：10～ 

会場 沖縄ホテルロイヤルオリオン 那覇市安里 1-2-21 TEL098-866-5533 

 

平成 24年度第 13回沖縄県支部総会・懇親会のご案内 

日時 平成 24年 7月 28日（土） 

会場 ホテルロイヤルオリオン 那覇市安里 1-2-21 TEL866-5533 

    総会     17:00～17:30 

    大学近況報告 17:30～17:50 

    古典奇術   18:00～19:00 ・・・和田奈月さん 

    懇親会    19:00～20:30 

＜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年度沖縄県支部総会 

日時 平成 23年 7月 23日（土） 

場所 ホテルロイヤルオリオン  

    那覇市安里 1-2-21 TEL866-5533 

懇親会費 4,000円、年会費 3,000円 

総 会 17：30～17：50 

大学近況報告 17：50～18：10 

講演会 18：20～19：30 

懇親会 19：30～21：00 

 

平成 22年度沖縄県支部総会 

日時 平成 22年 7月 24日（土） 

    総 会    17：30～18：00 

    大学近況報告 18：00～18：20 

    講演会    18：20～19：50 

    懇親会    20：00～21：30 

会場 ホテルロイヤルオリオン  〒902-0067 那覇市安里 1-2-21 TEL098-866-5533 

 

支部総会開催について 

日時  平成 21年 7月 25日（土） 

会場  ホテルロイヤルオリオン 

    那覇市安里 1-2-21    TEL098-866-5533 

総会  17 : 30～18 : 00 

講演会 18 : 00～19 : 30 

講師  三井 三太郎 

懇親会 19 : 30～21 : 00 

連絡先 事務局 上原 守 


