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令和元年度 十勝支部 20周年記念総会開催のお知らせ 

日時 令和元年 7月 13日（土） 

    総 会 11：00～12：00 とかちプラザ 307号会議室 

    落語会 13：00～16：00 とかちプラザレインボーホール 

                三遊亭王楽師匠・花仙さん・三遊亭ふう丈師匠 

    懇親会 17：30～20：00 「ふじもり食堂」帯広市西 2条南 11丁目  

 

 

以下のとおり開催されました 

平成 30 年度 十勝支部総会・ゴルフコンペ開催のお知らせ 

日時 平成 30年 6月 30日（土） 

    総 会 11：30～12：30 とかちプラザ 307会議室 

    落語会 14：00～16：30 とかちプラザレインボーホール 

                三遊亭王楽師匠 

    懇親会 17：30～20：00 「ひだりうま」帯広市大通 13丁目  

 

   ゴルフコンペ 7月 1日（日）ＡＭ7：42スタート 十勝カントリークラブ 

＜開催報告＞ 

【十勝支部 平成 30 年度総会・事業報告】 

 平成 30 年度総会を 6 月 30 日（土）とかちプラザにて開催致しました。 

平成 29 年度事業報告・決算・監査報告の後 30 年度事業予定・予算案を承認滞りなく

終了致しました。 

次年度は、十勝支部発足 20 周年の為恒例の落語会を寄席にして開催することとなりまし

た 

十勝支部では毎年駒澤大学十勝支部落語会と銘打って、生の落語を聞いて駒澤大学を知っ

てもらおうと会場を一般開放し整理券配布にて開催しております。今年も整理券があっと

いう間になくなり約３００名の一般市民の来場があり、うれしい悲鳴！！でした。 

落語会終了後、会場を移し懇親会を開催。 

みんなでワイワイガヤガヤ時間のたつのも忘れ盛り上がり、そのまま坂本支部長が館長を

されているマジックミュージアムを見学、坂本支部長のマジックに目を白黒・・・ 



翌日は早朝よりあいにくの雨の中ゴルフ大会 

表彰式を兼ねた昼食会でたらふく焼肉を食べ 

2 日間の事業を無事終了いたしました。 

追伸 

ゴルフの優勝は若月同窓会副会長でした！ 

また、今回は旭川支部より女性部会代表番場さんが参加一緒に楽しいひと時を過ごさせて

いただきました。 

 

 

  

 

 

 

 



平成 29年度 十勝支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 10月 21日（土） 

    落語会 13：30 開場    

        14：00～16：00 三遊亭王楽 師匠出演 

    総 会 16：30～17：00 

    懇親会 17：00～19：30 

会場 落語会＝ホテル日航ノースランド帯広 

   総会・懇親会＝ 同上 

    帯広市西 2条南 13丁目 ＴＥＬ0155-24-1234 

    問い合わせ先 西川 まで 

ゴルフコンペ ・・・ 10月 22日（日）ＡＭ7：14 スタート 

           帯広国際カントリークラブ  

（ゲーム終了後別会場にて昼食会・表彰式） 

＜開催報告＞ 

【総会報告】 

１０月２１日（土） 

１４：００～総会に先立ち、日航ノースランドホテル帯広にて本校派遣講師の三遊亭王楽師匠

による落語会を開催同窓生・一般市民合わせ先着２００名で案内をしたのですが会場はすぐ満

席になり急遽椅子を追加し３００名ほどの来場がありました。毎年駒大寄席を楽しみにされて

いる方がたくさんおり王楽師匠のファンも増えております。 

開演に先立ち坂本支部長・同窓会本部の萩野会長の挨拶があり来場者の皆様に周りに受験生が

おりましたら是非駒澤大学に！！と宣伝も忘れずご挨拶！！約２時間たっぷり落語を楽しみ

ました。 

１６：３０～総会・懇親会を開催（１３名出席） 

坂本支部長の挨拶同窓会本部萩野会長のご挨拶と近況報告、事業報告と決算報告 次年度の事

業予定・予算案・女子部会発足が承認されました。総会終了後は懇親会へいつものごとく和気

あいあいにぎやかに楽しい時間を過ごしました。 

２０：００～坂本支部長のご厚意でマジックミュージアムを見学 

坂本支部長のマジックに拍手喝采！ 

１０月２２日（日）7：00 集合 

帯広国際カントリークラブにてゴルフコンペ開催予定でしたが台風の影響で中止となり昼食

会をだいじゅ園にて開催（５名参加）景品で急遽ビンゴ大会を行い５人ですが予想に反し盛り

上がりました！？ 

2 日間にわたる行事を無事終了いたしました。 

 



 

  

今後の予定 

１１月１９日（日） 

初の女子会行事 ハーバリウム作成と食事会＆マジックミュージアム見学 

を開催いたします。 

 

平成３０年６月３０日（土） 

落語会・総会開催予定 

 

平成 28年度 十勝支部総会のお知らせ 

日時 平成 28年 7月 9日（土） 

    落語会 14：00（開場） 

        14：30～16：00 三遊亭 王楽 師匠 

    総会  17：00～18：00 

    懇親会 18：00～20：00 

会場 落語会 ＝ 十勝プラザ レインボーホール  

帯広市西 4条南 13丁目 ＴＥＬ0155-22-7890 

   総会・懇親会 ＝ ホテル日航ノースランド帯広 

             帯広市西 2条南 13丁目 ＴＥＬ0155-24-1234 

＜開催報告＞ 



７月９日（土）14：00～総会に先立ち、とかちプラザレインボーホール（３５０名収容）

にて同窓会派遣講師の三遊亭王楽師匠による落語会を開催しました。一般市民２７０名ほ

どが来場され、開場前には行列ができるほどに・・・事前にフリーペーパーや地元新聞社

に取材していただき、また、坂本支部長が出演したラジオで宣伝したことから効果があり、

来場される市民の方は年々増加しているのでは？と自負しております。 

開演に先立ち、坂本支部長が来場者の皆様に、周りに受験生がいらしたら是非駒澤大学

に！と挨拶しました。開演後は、王楽ワールドにすっかりはまってしまいました。毎年楽

しみにされている方も多く、当地帯広では王楽ファンがたくさんいます。今年は王楽師匠

の芝浜に涙する聴衆の方々がいらっしゃいました。圧巻！！ 

閉演後開場出口付近に教育支援募金箱を設置しました。 

17：00～開場を日航ノースランドホテルへ移し、総会・懇親会を開催（１５名出席）。 

坂本支部長挨拶に続き、同窓会本部：若月副会長の挨拶と近況報告がありました。 

総会終了後は懇親会へ。いつものごとくワイワイガヤガヤ和気あいあいに、楽しい時間を

過ごしました。 

 

７月１０日（日）７：００集合 

帯広カントリークラブにてゴルフコンペ開催（９名参加） 

ゴルフ終了後、焼肉の平和園にて表彰式＆昼食会を開催（１２名参加） 

２日間に渡る事業を無事終了することができました。 

  

 



 

 

＜白井 一幸氏を囲む会 開催報告＞ 

７月 20日（水）18：00～20：00 

日航ノースランドホテル帯広にて開催（31名参加） 

北海道日本ハムファイターズコーチ・同窓会派遣講師の白井一幸さんと楽しい一時を過ごしま

した。この日は、当地帯広にて日ハム対楽天戦があり、無理を承知で試合終了後、十勝支部の

会員と懇談会をお願いできませんか？と無謀なお願いを致しましたところ快諾いただき、開催

の運びとなりました。 

当日の試合は圧勝！大谷選手のホームランありで大変盛り上がりました。また、大抽選会も開

催し、参加者全員にサイン色紙やサインボール・駒大グッズが当たるビンゴゲームを行いまし

た。中田・大谷両選手の色紙には溜息・・・。日ハムの優勝を祈願し、閉会いたしました。 

会場内に教育支援金募金箱を設置：先の落語会の分とあわせ 60,089 円を駒澤大学に寄付させ

ていただきました。ありがとうございました。 

 

 

 



  

 

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 27年度 十勝支部総会のお知らせ 

日 時 平成 27年 6月 27日（土） 

     受 付 16：00～ 

     総 会 16：15～ 

     落語会 18：30～（開演） 三遊亭王楽 師匠 

     懇親会 21：00～ 

会 場 とかちプラザ 305会議室（総会） 

    とかちプラザレインボーホール（落語会） 

      帯広市西 4条南 13丁目 1 （帯広駅南口） ＴＥＬ0155-22-7890 

    いろはにほへと（懇親会） 西 2南 9 坂本ビル 

 



【総会開催報告】 

６月２７日（土）１６：００～とかちプラザの会議室にて支部総会を開催（１３名出席） 

坂本支部長の挨拶に続き同窓会本部より若月副会長のご挨拶と近況報告、事業報告と決算、次

年度の事業予定と予算案が滞りなく承認されました。 

 

総会終了後会場を とかちプラザレインボーホール（３５０名収容）へ移し恒例の駒大落語会

を開催。土曜日の１８：３０～開演という事で一般市民２３０名ほどが来場され開場時間前に

は行列が・・・総会・懇親会に出席できない同窓会会員の方も受付等のお手伝いをして頂きま

した。 

ここ十勝では落語会を一般開放して市民の方々に聞いてもらっており今年で７回目となりま

す。 

派遣講師の三遊亭王楽師匠の落語を堪能して頂きました。 

毎回無理をいって王楽師匠にお願いしておりますのでお客さんの中にはすっかり王楽ファン

の方もいらっしゃいます。 

 

落語会終了後会場を移し懇親会を開催（１５名出席） 

またまた飲むほどに酔うほどに楽しい話に花が咲きました。 

懇親会終了後会場の坂本ビル３F に坂本支部長が開設準備中のマジック博物館をみんなで見

学 

酔っているのにマジックを披露してもらい酔いも覚める不思議なトランプに一同？？？ 

 

日を改め２８日は朝からゴルフコンペ十勝のグリーンを堪能しました。コンペ終了後は表彰式

と焼肉で２日間の日程を無事終了いたしました。 

 

  

       支部総会                 落語会開始～ 



  

とかちレインボーホール           三遊亭王楽 師匠 

 

 

平成 26年度十勝支部総会のお知らせ（15周年） 

日 時 平成 26年 6月 24日（火） 

     16：00～ 支部総会 

     18：30～ 15周年記念講演会（落語会）受付 18：00～ 

           三遊亭王楽師匠・三遊亭好楽師匠による親子落語会 

     20：00～ 祝賀会（懇親会） 受付 19：50～ 

会 場 北海道ホテル 帯広市西 7条南 19丁目 1  

二次会 ジグザグ 帯広市大通南 10丁目 11 花月ビル 3Ｆ TEL0155-24-0378 

              



＜開催報告＞ 

 全国５８支部中、会員数が下から４番目の２２１名で運営する十勝支部は６月２４日

（火）１６時から帯広市内の北海道ホテルに於いて、同窓会本部から２０日の全国支部長

会で選出されたばかりの萩野虔一新会長の出席をいただきまして創立１５周年の総会を

開催致しました。 

総会終了後の１８時半から同ホテルの別会場に於いて、恒例の駒大寄席を１５周年記念

事業「三遊亭好楽・王楽親子落語会」として、一般市民等２２５名にも開放し、親子競演

で大いに盛り上がりました。チャリティは約５万円が集まりましたので東日本大震災被災

学生への募金と致しました。 

大盛況の模様は地元新聞紙上でも記事になりましたので、駒澤大学のＰＲに若干なりと

も貢献出来たのではないかと思います。 

翌２５日には十勝カントリークラブで親睦ゴルフコンペを開催、懇親会＆表彰式は市内

の焼肉店に場所を移し、ゴルフに参加しなかった会員も合流して会員間の親睦を深めまし

た。 

駒澤大学同窓会 北海道 十勝支部 会長 坂本 和昭 

 

  

 

 三遊亭好楽師匠 



  

会場（北海道ホテル）は満席でした 

 三遊亭王楽師匠  

     

平成 25年度十勝支部総会のお知らせ 

日 時 平成 25年 7月 9日（火） 

     午後 6時から 落語会（受付開始 5時半～）  三遊亭 王楽師匠 

     午後 7時 30分～総会・懇親会 

会 場 北海道ホテル 帯広市西 7条南 19-1 TEL0155-21-0001 



     落語会：2階 新雪の間 

     総会・懇親会：2階 樹海の間 

二次会 ジグザグ（帯広市大通南 10丁目 11番地 花月ビル 3階 TEL0155-24-0378） 

＜開催報告＞ 

十勝支部では総会に先立ち 3年前から【駒大チャリティー落語会】を開催している 

チャリティーの目的は駒澤大学が実施している東日本大震災被災学生支援に支部として協

力しようとの思いからである。落語会は 5 年前の支部創立 10 周年記念事業から始めたが、入

場無料にして一般の鑑賞もＯＫとし、毎回約 200名ほどの市民の方々に王楽師匠の落語を楽し

んでもらっている 

当日は帯広にしてはとても暑い 30℃を超えるなか平日開催にもかかわらず 190 人ほどの市

民の方々が来場。【駒澤大学の落語会】として定着してきているようで王楽ファンとなって毎

年楽しみにしている方々も増えているようだ。 

チャリティーで集めたお金は例年通り駒澤大学教育支援協力寄付金へ 10 万円にして寄付し

た。 

 

落語会終了後支部総会を開催 坂本会長の挨拶に続き同窓会本部より大場やすのぶ副会長

のご挨拶と近況報告 事業決算関係の議事へ進み総会は滞りなく終了 

 

懇親会（21 名参加）に入り新規会員の紹介・思い出話等笑い通しであっという間に時間が

過ぎた。 

来年は十勝支部設立 15周年を迎えるため更なる会員の結束を誓い閉会した。 

  

三遊亭王楽師匠   当日は約 200人の方々に来場いただきました（北海道ホテル） 



  

 

懇親会 

 

7 月 10日（水）   駒大ゴルフコンペ開催 

あいにくの小雨交じりの天気となったが同窓会本部大場副会長・三遊亭王楽師匠に参加いただ

きゴルフコンペを行った。 

ゴルフコンペのあと表彰式と昼食をとり 2日間に渡る事業を終了。 

  

 

平成 24年度十勝支部総会のご案内 

日時 平成 24年 5月 12日（土） 

    14：30～ 落語会 三遊亭王楽師匠   ・・・入場定員 250名 

    17：00～ 支部総会・懇親会      ・・・16：45受付開始 

会場 北海道ホテル 帯広市西 7条南 19-1 0155-21-0001 

    落語会    北海道ホテル 新雪の間（2F） 



    総会・懇親会 北海道ホテル 樹海の間（2F）  

二次会 20：00～  

ジグザグ 帯広市大通南 10-11 花月ビル 3F TEL0155-24-0378 

＜駒澤大学同窓会十勝支部総会報告＞ 

5 月 12日（土）十勝支部総会を開催いたしました。 

総会に先立ち一般市民の方々に駒澤大学の名を少しでも知ってもらおうと今年で 4年目の企

画となる《駒大とかち寄席》を開催、三遊亭王楽師匠の落語会を開きました。 

 今年も昨年同様に駒澤大学東日本大震災被災学生支援金へのチャリティー落語会とし当日

支援金をお願いしたところ、去年を上回る額の支援金をお預かりする事ができました。 

会場には 220名余りの一般の方々がお集まりいただき大盛況でした。また 4度目という事

もあってか王楽師匠のファンも年々増えつつあるようで帰り際にはたくさんの市民の方から

また来年もお願いしますとの声をいただきました。 

総会には支部会員 22 名が出席、落語会に引き続き同窓会より越後会長・三遊亭王楽師匠に

参加いただき学校の様子・同窓会の動き等伺い懐かしい昔？話に花が咲き親睦を深めました。 

また、翌 13日には 8名が参加してゴルフコンペを行い、昼食会を兼ねた表彰式を行いました。 

 

二日にわたりご参加いただいた越後会長、毎年講師を派遣くださる事務局に感謝いたし無事総

会を終了いたしました事をご報告いたします。 



＊ チャリティー支援金は募金箱へ 96.395 円集まりましたので十勝支部会費より足して

100,000円を本年も学校の方へ寄付させて頂きます。 

 

平成 23年度十勝支部総会のお知らせ 

日 時：平成 23年 6月 11日（土） 

     午後 2時 30分～ 落語会（受付開始午後 2時）・・・三遊亭 王楽 師匠 

              入場定員 200名（入場料無料：チャリティとして募金箱設置） 

     午後 5時 30分～ 支部総会・懇親会（受付開始午後 5時 20分） 

場 所：北海道ホテル 帯広市西 7条南 19丁目 1 TEL0155-21-0001 

     落語会 ・・・・新雪の間Ａ（2階） 

     総会・懇親会・・高杯の間（2階） 

二次会 ジグザグ（帯広市大通南 10丁目 11番地 花月ビル 3Ｆ TEL0155-24-0378 ） 

    午後 8時頃～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催報告 

 6月 11日（土）十勝支部総会を開催しました。 

総会に先立ち一般市民の方々に駒澤大学の名を少しでも知ってもらおうと今年で 3年目の企

画になる《駒大落語会》を開催、三遊亭王楽師匠の落語会を開きました。 

 今年は東日本大震災の後ということでチャリティ落語会とし、当日義援金をお願いしたと

ころたくさんの義援金をお預かりすることができました。 

会場には 200名余りの方々がお越し下さり、大盛況で帰り際にはまた来年もお願いしますと

の声もいただき、役員一同ほっといたしました。 

十勝管内にも多数の大学の同窓会がありますがこのようなイベントを行っている大学同窓

会はなく、何か違うぞ！！駒大は！！を目指し、少ない人数で頑張っています。 

 総会には 21 名出席、落語会に引き続き同窓会より渡邊義弘副会長、三遊亭王楽師匠に参

加いただき、学校の様子・同窓会の動き等伺い、懐かしい昔？話に花が咲き親睦を深めまし

た。 



  

  

 

平成 22年度十勝支部総会 

日 時 平成 22年 6月 26日（土） 

     15：30～ 落語会（受付 15：00～）・・・三遊亭王楽 氏を迎えて 

           入場定員 100名、入場無料 

           ご家族・友人等お誘い合わせの上、ご来場ください。 

     17：30～ 支部総会・懇親会（受付 17：20～） 

           懇親会会費 4000円（ご家族・友人等同伴者 4000円、高校生以下 

                     2000 円） 

会 場 帯広東急イン 2階 （帯広市西一条南 11-2、 TEL0155-27-0109） 

二次会 ジグザグ（帯広市大通南 10-11 花月ビル 3階 ） 20:00ごろから 

 

十勝支部設立 10周年記念総会 

開催日 平成 21年 9月 13日（日） 

場 所 とかち館 帯広市西 7条南 6-2  TEL0155-24-1043 

    16：00～  駒大とかち寄席  三遊亭貴楽氏、三遊亭王楽氏 

    18：00～  10周年記念総会・祝賀会 



 

  

            懇親会            坂本会長 

 

9 月 13日十勝支部総会設立 10周年記念講演・総会・祝賀会が開催されました。 

前日のゴルフコンペから始まり、講演会は三遊亭貴楽師匠・三遊亭王楽さんを招 

いての「駒大とかち寄席」を開催いたしました。当日は 200名を越える一般市民 

の来場もあり、予定時間を大幅に超過する大熱演で講演を見に来ていただいた皆 

様にも大変喜んでいただけました。続く総会では来賓の齊藤副学長、笹岡同窓 

会副会長、事務局の唐澤係長より大学の近況等の説明があり、その後の祝賀会で 

は貴楽師匠・王楽さん司会のビンゴ大会で大いに盛り上がりました。（この様子は 

王楽さんのブログでも紹介されておりました） 

その後も 2次会・3次会と盛り上がり続け、無事終了することが出来ました。 

本年は十勝支部設立 10周年記念事業第一弾として 2月に大谷前総長原作の「禅」 

を何とか上映しようと同窓会で映画館と交渉、約 2週間にわたり上映、毎日満員 

状態が続く大盛況でした。今回第二段「駒大とかち寄席」とイベント続きでたい 

へんではありましたが、この十勝において『駒澤大学ここにあり！』と大きくア 

ピールできたかと思います。会員相互にコミュニケーションも一気に盛り上がり 

これからも明るく！楽しい同窓会に！をキャッチフレーズに努めてまいりますの 

で、宜しくお願い致します。 



 

 

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。） 


