
北海道 空知支部 

 

支 部 長： 梅田 正孝 うめだ しょうこう（Ｓ53仏・禅） 

事務局長： 矢野 孝道  やの たかみち(Ｈ元・禅) 

支部内同窓生数 ５５３人 
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以下の通り開催されました 

空知支部会員懇談会 

日時 令和元年 11月 16日（土） 

場所 美唄市東明町 3区「ピパの湯 ゆ～りん館」 

    懇談会 17：30～ 

＜開催報告＞ 

隔年にて開催される会員懇談会を、今回は美唄市にあります「ピパの湯 ゆ～りん館」に

開催致しました。 

当日は 11月としては異例の雪となり、急遽欠席の方もいらっしゃいましたが会員 18名が

懇談会に参加してくださいました。 

冷え切った身体を温泉で温め、午後 5時半より開会。 

今回は清興として、梅田支部長の地元、芦別市市民吹奏楽団の演奏も披露され、最後に吹

奏楽の生演奏にて校歌を斉唱し、楽しいひと時を過ごし、明年の総会にて再会することを

確認し、無事終了いたしました。 

   

 

空知支部総会、設立 20周年祝賀会開催のお知らせ 

日時 平成 30年 11月 11日（日） 

    講演会（落語） 14：30～16：00 派遣講師 三遊亭王楽師匠、特別ゲストあり 

    総会      16：00～17：00 

    祝賀会     17：00～ 

会場 岩見沢平安閣 岩見沢市 5条東 2丁目 4-5 ☎ 0126-23-4581 



＜開催報告＞ 

空知支部創立二十周年のご報告 

                                       空知支部長  梅田正孝 

 

１１月１１日（日）空知支部創立２０周年が岩見沢市平安閣大ホールにおいて、萩野同窓

会長、道内支部関係者や会員ら約２５０人が参加し、盛大に開催された． 

総会、祝賀会に先立ち、１４時からは、記念事業として「三遊亭好楽・王楽親子寄席」が

開催され、広く一般市民も駆けつけ、笑いあり、涙ありの話芸に耳を傾けた。引き続きの

総会では、萩野会長より大学及び同窓会の現状と将来について懇切に説明をいただ

き、唐澤事務局員より諸手続について注意点が示された。その後の審議では決算予算、

役員改選が行われ、次なる３０年に向けて役員の補充がなされた。記念撮影では新たに

入会された荻原芦別市長も交え無事終了。続いて祝賀会が開会され、冒頭に、長年支

部活動を支えていただいた役員諸氏に感謝状が贈呈された。荒澤ブロック長の発声で、

祝宴に入り、道内支部から駆けつけてくれた女性会員を含め、和やかに賑わいを見せる

中、札幌支部長で江別市議会議長の高間支部長の一本締めにより一連の周年行事を

終了した。 

 

 



  

 

 

 

駒澤大学・駒澤短期大学同窓会北海道空知支部会員懇談会開催される！！ 

と き ：平成２９年１１月１１日（土） 

ところ ：空知郡南幌町南９線西１５番地  なんぽろ温泉 

空知支部内は、温泉に恵まれたありがたい地域となっております。今回の開催地は空知 

地域の南に位置し、札幌に近い空知郡南幌町にありますなんぽろ温泉にて開催されまし 

た。この日は暴風雨警報が発令される大変な日となり、道中のバスも揺れを予想してい 

ましたが、思いのほか被害もなく、無事会場に到着をし、会員２３名が懇談会に参加して 

頂きました。冷え切った体を早速、南幌のお湯に浸かり、数種類ある湯船に入り心と体を 

癒すなんぽろ温泉の効能に参加者一同が満足してまいりました。会員全員入浴後懇談 

会・懇親会を開催し思う存分楽しい一時を過し明年度に行います２０周年記念に再会 

する事を確認し楽しい一時を過し無事終了致しました。 

 



 

 

平成 28・29年度総会 開催について 

平成 28年 11月 12日（土） 

   受付開始 15：00～ 

   総会   16：00～ 

   講演会  17：00～ 

   懇親会  18：00～ 

会場 ホテルサンプラザ 岩見沢市 4条東 1丁目 ＴＥＬ0126-23-7788 

連絡先 大友健一 事務局長 

 

＜開催報告＞ 

第 10 回北海道空知支部定例総会開催 

 空知支部総会は隔年の開催です。 

 日 時 平成 28 年 11 月 12 日（土）午後 4 時 

 会 場 岩見沢市ホテルサンプラザ 

日 程 4 時総会、5 時講演会、6 時懇親会で出席者 40 名。 

 

1. 開会挨拶、2.支部長挨拶、3.本部吉田副会長挨拶、4.本部同窓会唐澤先生事務報告。 

※報告 報告事項、平成 27・28 年度事業報告。27 年・28 年度決算報告。  

          平成 27・28 年度監査報告。 

※議案 平成 29・30 年度事業計画。平成 29・30 年度予算。女性部会設立。 

    女性部会役員選出。会則の一部改正。規約の一部改正。 

    平成 29・30 年度支部役員改選。本部同窓会次期会長候補者審議。 

◎講演会 落語家「三遊亭王楽師匠」 

◎懇親会 午後 6 時 30 分開会。久し振りの同窓会であり大変盛大の裡に終了。 

     又、この度は女性部会設立され役員も選出されましたので、空知支部会員 

     として出席して頂きました。 



尚、二次会、三次会と楽しい同窓会でした。 

以上 無事総会終了し同窓会皆様に感謝です。 

 

 

会員懇談会 

開催日 平成 27年 11月 7日（土）17：30～ 

場 所 美唄市東明町 3区 ピパの湯 ゆ～りん館  

＜開催報告＞ 

総会は隔年にて開催ですので、本年度は会員懇談会の開催年度です。空知支部管内美

唄市にて開催しました。 

天然温泉の素晴らしい湯でした。懇談会・懇親会を開催し楽しい一時を過ごしました。

又の再会を楽しみに散会しました。 

 

 

北海道ブロック記念大会のお知らせ 



以下の日程で、北海道 8支部のブロック記念大会が決まりました。 

同窓生に出会い、ふれあいそして明日に向かい我が駒澤大学の飛躍と発展を願い開催いたしま

す。皆様の参加をお待ちしています。 

日時 平成 27年 7月 11日（土） 

    受 付    16：00～ 

    トークショー 16：30～ 

    懇親会    18：00～ 

会場 札幌パークホテル TEL011-511-3131 

お問い合わせ先 胆振日高支部事務局（苫小牧駒澤大学内） 山下・松尾 0144-61-3111 

 

平成 26・27年度総会開催のお知らせ 

日時 平成 26年 11月 8日（土） 

    受付開始 15：00 

    総 会  16：00 

    講演会  17：00 三遊亭王楽 師匠 

    懇親会  18：00 

会場 ホテルサンプラザ 岩見沢市４条東１丁目 TEL0126-23-7788 

＜開催報告＞ 

北海道空知支部同窓会第９回定例総会開催。 

日 時 平成２６年１１月８日（土） 

会 場 岩見沢市ホテルサンプラザ 

◎空知支部は隔年にて開催されています。 

※総会次第 １．開会の挨拶  

２．副支部長石川倬司挨拶  

３．同窓会本部代表者常任副会長渡邊義弘様より御挨拶を賜りました。 

４．議長選出  

※総会議事 

 ◎事業報告 

 ①平成２５年・２６年度支部事業報告 

  ②平成２５年・２６年度決算報告 

 ③平成２５年・２６年度支部監査報告 

◎議案事項  

①平成２７年・２８年度事業計画 

②平成２７年・２８年度予算 

 ③平成２７年・２８年度支部役員改選 

 ④その他 慎重審議され無事承認されました。 



席を移し講演会同窓生でもあります三遊亭王楽師匠の講演で巧みな話術に一同楽しい

一時を過ごしました。引き続き懇親会久し振りの再会で話しに花が咲き親睦を深め又の

再会を願い散会致しました。 

 

  

 

 駒澤大学・駒澤短期大学同窓会北海道空知支部会員懇談会開催される！！ 

と き ：平成 25年 11月 9日（土） 

ところ ：夕張郡由仁町伏見 122  ユンニの湯 

総会年度は隔年の開催であり本年度は総会の前年度で例年恒例の如く本年度は 

空知支部内での開催で空知支部の最南端の夕張郡由仁町にありますユンニの湯にて 

開催されました。 

11月ともなれば北国北海道は寒くなる季節ですが、会員 22名参加して頂きました。 

午後 5時半に現地集合、ユンニの湯は天然温泉であり湯の色は黒色、ツルツル感のある 

お湯で大変皮膚に良い事と温まる温泉です。 

会員全員入浴後懇談会・懇親会を開催し話し話しが咲き楽しい一時を過し明年度に 

向けての総会に再会する事を確認し楽しい一時を過し無事終了致しました。 



 

平成 24年度空知支部総会 

日時 平成 24年 11月 3日（土） 

     講演会 16：00～17：00  落語：桂 竹丸師匠 

     総 会 17：00～18：00 

     懇親会 18：00～20：00 

会場 岩見沢平安閣 岩見沢市 5条東 2丁目 4-5 TEL0126-23-4581 

＜開催報告＞ 

空知支部の定例総会は 2年に 1度の開催です。 当日本学に於てホームカミングデー開催に

もかかわらず齊藤副学長・小林監査人・唐澤様の御臨席を賜りました。 

総会内容は 1. 開催挨拶 

2. 支部長挨拶 

            3. 同窓会本部代表挨拶 

            4. 来賓挨拶 

            5. 議長選出 

報告事項  ① 平成 23年・24年度事業報告 

 ② 平成 23年・24年支部決算報告 

      ③ 平成 23年・24年監査報告 

議案事項  ① 平成 25年・26年事業計画 

➁ 平成 25年・26年支部予算 

      ③ 平成 25年・26年支部役員改選について審議された。 

引き続き講演会は桂 竹丸師匠の講演を拝聴。 引き続き懇親会では大変盛大裡にて同窓生一

同親睦を一深め又の再会を期し、大変有意義な総会でした。 



  

         総会               桂 竹丸師匠 落語 

 

 

平成 23年度 

駒澤大学・駒澤短期大学同窓会北海道空知支部は本年度支部総会は、支部総会ではなく隔年

で開催されています懇談会・懇親会を開催いたしました。 

開催月日：平成 23年 11月 12日（土）午後 6時より 

開催場所：三笠天然温泉 太古の湯にて 

岩見沢市から車で15分位の国道12号線に面しています大変立派な和風的レジャー施設多数の

方々が利用している天然温泉です。同窓会員は 6時からの開催でしたが天然温泉ですので早い

時間より来場し温泉・サウナにゆっくり入浴をし楽しんだ同窓会員が多数おられたようです。 

席を移し 6時より懇談会・懇親会ではいろいろな話合いがあり時間を忘れての会であり有意義

な懇談会・懇親会でした。又、支部より多数のプレゼントがありました。 

出席者は 29名であり、盛大に無事終了致しました。 



来年度は、同窓会支部総会の予定ですので多数御参加を御願い致します。ありがとうございま

した。 

 

 

平成 22年度空知支部総会開催について 

日時 平成 22年 11月 20日（土） 

    総会  17:00～18:00 

    講演会 18:00～19:00 

    祝賀会 19:00～ 

会場 ホテル サンプラザ 北海道岩見沢市 4条東 1丁目 6-1 

             TEL0126-23-7788 

＜開催報告＞ 

第 6回定例支部総会が平成 22年 11月 20日岩見沢市ホテルサンプラザに於いて午後 5時総会・

6 時講演会・7時懇親会の日程にて 2年に 1 度の定例総会が開催されました。司会は大友事務

局長①開会の挨拶・御来賓の紹介 同窓会本部笹岡良行副会長・駒澤大学石井清純学長・教育

振興部同窓会事務局係長唐澤晶子様・派遣講師の三遊亭貴楽師匠の御臨席を賜りました。②支

部会長渡辺文英挨拶特に北海道ブロック記念大会開催の御礼・懇談会開催の御礼・今後益々の

母校の隆昌興隆と支部の発展・会員相互の親睦等の挨拶と御礼。③同窓会本部笹岡良行副会長

より同窓会本部の動静報告の挨拶。④駒澤大学石井清純学長より大学の動静報告が詳細に御報

告頂きました。⑤議長に深田倫男師選出⑥事業報告⑦決算報告⑧監査報告⑨会則の改正につい

て⑩役員改選、現支部役員全員再任・重任との事で全会一致賛成にて承認された。⑪新年度事

業報告⑫予算等全会一致で可決承認された。⑬その他、総会議案慎重審議され無事可決承認さ

れた。 

６時より講演会講師三遊亭貴楽師匠より落語を拝聴し巧みな話術で会場内笑いの渦でした。1

時間以上の熱演で楽しい一時を過ごさせて頂き貴楽師匠に心から感謝申し上げます。 

7時よりの懇談会には、御来賓の同窓会本部笹岡良行副会長・駒澤大学石井清純学長・教育振

興部同窓会事務局係長唐澤晶子様・講師の三遊亭貴楽師匠の御臨を賜りました。 

司会・大友事務局長 乾杯・岸幹事長 懇親会では会員の親睦に話に花が咲き時間を忘れる程

の盛会裡にて終了致しました。 

最後に支部会員全員の御多幸・活躍と支部の発展を念願し又我母校を思い今後益々の駒澤大学



の隆昌興隆を御祈念し最後に五十嵐副会長の音頭のもと万歳三唱。 

又の再会を楽しみに閉会解散無事総会を終了致しました。御協力頂きました空知支部役員・支

部会員諸師に心から感謝申し上げ総会の報告と致します。 

  

石井学長挨拶           三遊亭貴楽師匠による講演 

 

 

北海道空知支部会員による懇談会開催報告 

開催日 ：平成 21年 11月 14日（土）午後 6時～ 

開催場所：北海道石狩郡新篠津村 「しんしのつ温泉 たっぷの湯」 

参加者数：20名 

 

今期 2回目の開催ですが、当支部として初めての地方開催ということで、会員の参加数が懸念

されましたが、予想より多く会員が集いました。五十嵐副会長の開会の挨拶、駒澤大学附属岩

見沢高等学校大津校長先生の乾杯の音頭で懇談会に入り、母校駒澤大学在学時代の思い出等を

参加者全員が語り合う中、所用で遅れた渡辺会長より大学が非常に厳しい状況であるが、北海

道の各支部で大学を盛り上げ、母校駒澤大学に会員の子、孫を大学に送っていただきたいとの



挨拶があり、和やかな内に懇談会は進み、地元新篠津村藤原住職の万歳の音頭で終了しました。 

 

 

 

駒澤大学同窓会北海道ブロック記念大会のご案内について 

～北の大地から熱きエールを～ 

 

駒澤大学同窓会北海道 8支部の完成を記念し、北海道ブロック記念大会を催すことになりま

した。駒澤大学元野球部監督太田誠氏、元日本ハムファイターズ・釧路リトルシニア球団総監

督広瀬哲朗氏、駒澤大学苫小牧高校元野球部監督香田誉士史氏をお招きして、トークショーを

開催します。 

 

記 

日 時    2009年 7月 25日（土） 

受 付    午後 4時～ 

トークショー 午後 4時 30分～ 

懇親会    午後 6時～ 

会 場    札幌パークホテル  

（お問合せ先） 

胆振・日高支部同窓会事務局（苫小牧駒澤大学内）担当：石川・手嶋 電話 0144-61-3111 

以上 

駒澤大学同窓会北海道ブロック記念大会「テーマ～北の大地から熱きエールを！～」を開催

いたしました。 

記念大会は野球トークショーと懇親会の二部構成にて行われました。 

野球トークショーには 35 年間にわたって駒大野球部の指揮を執り、1 部リーグでの白星は



前人未到の 501勝をあげた大学野球史に残る名監督太田誠氏、そして道内では知名度抜群、駒

大苫小牧高校を夏の甲子園連覇に導いた香田誉士史氏を講師として迎え入れ、「勝つチーム・

成長する選手」をテーマに対談していただきました。 

同窓生はもちろん、野球関係者や一般の方にも多く参加していただき、360席用意した会場

はあっという間に満席となり、立ち見であふれるくらいの盛況でありました。 

 

野球トークショー終了後、渡辺文英副実行委員長の開会の辞、荒澤義範実行委員長のご挨拶

により懇親会は始まり、 来賓であります学校法人駒澤大学総長 田中良昭様、駒澤大学学長 石

井清純様、駒澤大学同窓会会長 越後宏允様よりご挨拶を頂戴いたしました。 

また、遠いところ栃木県支部 鈴木淳会長、香川県支部 山地淳朗会長にもご参会いただきま

した。 

祝電披露後、駒澤大学前野球部監督 太田誠様の気合いの入った乾杯により祝宴が始まり、

約 220名の参加者が昔の思い出を語り合い、親交を深めました。 

今回の記念大会では、道内法人諸学校の学生募集協力もしたいとの趣旨から、教職員が登壇

し、代表として学校長より参加同窓生に是非学生・生徒を入学させていただきたいとの呼びか

けをしていただきました。 

歓談の中、元読売巨人軍の中畑清様、元日本ハムファイターズの白井一幸、広瀬哲朗様によ

るゲストトークで会場は一気に盛り上がりました。 

祝宴も終盤にかかり、駒大苫小牧高校ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部「Rainbow」、駒澤大学応援指導部「Blue 

Pegasus」の現役学生による元気あふれる応援演技を披露、まさに北の大地から熱きエールを

送っていただきました。 

最後は参加者全員で母校の校歌を熱唱し、大道光肇副実行委員長による万歳三唱、佐伯至純

副実行委員長の閉会の辞により散会となりました。 

 今回の記念大会におきまして、各関係方面より多大なるご支援・ご協力並びにご厚情を賜り

ました事を厚くお礼申し上げます。 

（当日の写真は、胆振・日高支部のページに掲載してあります。そちらをご覧下さい。） 


