
青森県支部 

 

支 部 長： 武田 登  たけだ のぼる  （Ｓ46経・経済） 

事務局長： 三浦 真介 みうら しんかい （Ｈ08院・仏教） 

支部内同窓生数 １，０７５人 
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以下のとおり開催されました 

令和元年度 青森県支部総会のお知らせ 

日時 令和元年 7月 13日（土） 

    総 会 16：00～ 

    講演会 17：00～  テレビ朝日元アナウンサー 藤井 暁 氏 

    懇親会 18：00～ 

会場 ウェディングプラザアラスカ 青森市新町 1-11-22 TEL：017-723-2233 

＜開催報告＞ 

７月１３日（土）午後４時より青森市のウェディングプラザアラスカにて平成３１（令和元）

年度総会・懇親会が行われました。 

 総会では武田支部会長の挨拶に続いて本部からお越しいただいた和田事務局長より近況報

告等を頂きました。 

 再結成から早や１０回目となった本年、慣れから生じた油断か、十分な通知や呼びかけが至

らなかった反省もあり、近年参加者は２０名そこそこで推移していたとはいえ、いよいよその

大台を若干下回ってしまったということを発奮材料として、中長期的な展望も見据えて戦略を

練り直さなくてはならないと感じた次第でもありました。 

 しかしながらアナウンサーの藤井暁氏の講演は内容的にも親しみやすく、また同じ世代の卒

業生が多かったこともあり、やはり参加すれば十分な見返りがあることを、各位にはご理解い

ただけたことと思います。 

 



 

 

 

平成 30年度 青森県支部総会のお知らせ 

日時 平成 30年 7月 14日（土） 

    総 会 16：00～ 

    ＊講演会を予定しています 

    懇親会 17：00～ 

会場 ウエディングプラザアラスカ 青森市新町 1-11-22 ＴＥＬ017-723-2233 

 

 

平成 29年度青森県支部総会のお知らせ 

日時 平成 29年 7月 8日（土） 

    16：00～ 総会 

    17：00～ 懇親会（派遣講師 なか。たつや氏 出演） 

会場 ウエディングプラザアラスカ 青森市新町 1-11-22 

                 ＴＥＬ 017-723-2233 

＜開催報告＞ 

７月８日（土）午後４時より、青森市のウェディングプラザアラスカにて、平成２９年度総会

・懇親会が２５名程の参加者にて執り行われました。 

 総会では武田県支部会長より、受験者が増えたという朗報を交えた挨拶を頂き、続いて本部

よりお越しいただいた松本享副会長（駒大総務部長）より、同窓会及び大学の現況等について

のご報告を頂きました。 

 昨年度は事務手続き上の都合もあって思うように年会費が集まりませんでしたが、今年度は

その反省も踏まえて順調に推移していることと、来年度は更に新聞告知等も積極的に活用して

いくこととともに、駒大開校１３０周年記念棟建設基金にも特別会計から拠出するべく、何事

も前向きなかたちで議事を進行することができました。 

懇親会ではなか。たつや氏によるマジックショーが好評を博し、目の前で起こる超常現象に

一同驚き笑いました。 



 

   

 

 

 

平成 28年度青森県支部総会 

日時 平成 28年 7月 16日（土） 

    総 会 16：00～ 

    懇親会 17：30～（派遣講師 津軽三味線 輝＆輝） 

会場 ウエディングプラザアラスカ 

    青森市新町 1-11-22 ＴＥＬ017-723-2233 

 

＜開催報告＞ 

７月１６日（土）午後４時より、青森市のウェディングプラザアラスカにて、平成２８年度総

会・懇親会が２５名ほどの参加者にて執り行われました。 

 総会では武田県支部会長からの挨拶に続き、本部よりお越しいただいた吉田莞爾副会長より

、女性会員の参加促進や私学駒大の現状等の報告を交え、ご挨拶を頂きました。 

 議事では地元新聞掲示板での同窓会開催通知や他地区での総会開催等、意欲的な提案がなさ

れ、出席者の一層の積極性が伺えました。また役員改選期にあたり、武田会長の再選となりま

した。 

続く懇親会では輝＆輝のお２人による津軽三味線演奏が行われ、本場津軽ということもあっ



てか大変真剣な顔付きでの３０分に至る熱演となりました。 

今回は総会前に正副会長会議等も開催し、各地区とも一層の連携をしながら充実した支部運

営に繋げるべく、話し合いを深めました。 

 

  

 

 
 

 

平成 27年度青森県支部総会について 

日時 平成 27年 7月 18日（土） 

    総 会 16：00～ 

    懇親会 17：30～ 

会場 ウエディングプラザアラスカ 青森市新町 1-11-22 

    ＴＥＬ 017-723-2233 

 

＜開催報告＞ 

７月１８日（土）午後４時より、青森市のウェディングプラザアラスカにて、平成２７年度総

会・懇親会が３０名ほどの参加者にて執り行われました。 



 総会では武田県支部会長からのご挨拶に続き、本部よりお越しいただいた大場やすのぶ常任

副会長より、現状の報告等を頂きました。 

 その後議事に進みましたが、県支部で徴収している年会費の納入者が年々減ってきており、

各地区にて今一度綿密にお願いしてほしいとの要望が出されました。 

総会に続いて元硬式野球部監督の太田誠氏より『縁力と刺激（球道に学ぶ）』と題されたご

講演を頂き、人材の発掘よりも人物を育ててきたこれまでの経験や、著書にも書かれていない

エピソード、教え子たちへの深い目配り等、一時間では足りないお話を頂きました。 

懇親会もご来賓の方々を交え、恒例の校歌を斉唱しての閉会となりました。来年も７月の第

２か第３土曜日の開催となるでしょう。 

  

 

平成２６年度 青森県支部 上十三地区総会開催について 

日時 平成２６年１１月１５日（土）午後６時から 

会場 つたや会館 三沢市松園町 3-8-4 ＴＥＬ0176-53-8400 

 

 

平成 26年度青森県支部総会のお知らせ 

日時 平成 26年 7月 12日（土） 

    総 会 16：00～ 

    懇親会 17：30～ 

会場 ウエディングプラザアラスカ 青森市新町 1-11-22 TEL017-723-2233 

 

平成 25年度青森県支部総会開催について 

日時 平成 25年 7月 6日（土） 

      総 会 16：00～ 

      講演会 

      懇親会 17：30～ 

会場 ウエディングプラザアラスカ 青森市新町 1-11-22 TEL017-723-2233 

＜開催報告＞ 



7 月 6 日（土）午後 4 時より、青森市のウェディングプラザアラスカにて、平成 25 年度総会

・懇親会が 20数名の参加者にて執り行われました。 

 総会では会員物故者等に対して一同黙祷の後、武田県支部会長より、全国支部長会議を受け

てのご挨拶を頂き、当県の活発な支部活動について評価の声を頂きました。続いて本部よりお

越しいただいた田中大孝常任副会長より、駒大の近況や移転 100 周年、第 10 回ホームカミン

グデー等についてのご報告を頂きました。 

 続いて議事に入り、会則の修正を含めて滞りなく審議可決を得た後、ゲストの三井三太郎氏

より、ＴＶレポーターの体験談やマスコミに対して思うこと、最近始めたマネージャー活動に

ついて等のご講演を賜わりました。 

懇親会はご来賓の方々を交え、最後に校歌を斉唱して閉会となりましたが、年々参加者が漸

減しつつあるという課題に直面もし、再生 5周年となる来年度への方策を今から検討すべきと

心得ながら帰途に就きました。 

  

三井三太郎氏による講演 

青森県同窓会東青支部(地区)定例会開催について 

日時 平成 23年 12月 8日(土)午後 6:30 

場所 「小政」 青森市本町 1-1-9 ℡017-722-3035 

会費 5,000円 

内容 1.本年度の活動報告 

1.来年度へ向けての抱負等 

1.その他 

 

平成 24年度青森県支部総会 

日時 平成 24年 7月 7日（土） 

    総 会 16：00～ 

    懇親会 17：00～ 

会場 ウエディングプラザアラスカ 青森市新町 1-11-22 TEL017-723-2233 



＜開催報告＞ 

7 月 7日（土）午後 4時より、もはや恒例となった青森市のウェディングプラザアラスカにて

、平成 24年度総会・懇親会が 30名程の参加者にて執り行われました。 

 総会では武田県支部会長より、全国支部長会議の報告からはじまり、当県が県内各支部会の

開催など全国的にも活発な活動を展開している支部である旨の報告などをいただき、続いて本

部よりお越しいただいた田中大孝常任副会長より、自己紹介も兼ねての会長メッセージ及び諸

報告をいただきました。 

 昨年度は総会時に予算化した会員からの年会費が集まったため、本年度の総会にて県内各支

部への補助金や学生活動支援のための積立金へと支出することが提議され、同窓会活動の一層

の充実が図られるべく事業計画及び予算の審議をいただきました。 

 総会に引き続いて記念撮影を行い、懇親会では乾杯後、余興としてシャンソン歌手の黒木悦

子さんにご登場いただき、ムードに酔いしれながら、最後は恒例の校歌を斉唱し、来年度の更

なる活況を誓っての閉会となりました。 

  



 

 

上十三ブロック総会開催について 

日時 平成 23年 12月 3日（土）午後 6時～ 

場所 ホテルグランヒルつたや  

    三沢市松園町 3-8-4 TEL0176-53-8400 

 

むつ下北ブロック総会開催について 

日時 平成 23年 12月 17日（土）午後 5時～ 

場所 ホテルニューグリーン 

    むつ市本町 1-4 TEL0175-22-6121 

 

東青ブロック総会開催について 

日時 平成 23年 12月 17日（土）午後 6時半～ 

場所 「つかさ」 青森市本町 5-7-14 TEL017-722-2182 

会費 5,000円 

 

平成 23年度青森県支部総会 

日時 平成 23年 7月 9日（土） 

会場 ウェディングプラザ アラスカ 

    青森市新町 1－11－22 TEL017‐723-2233 

＜開催報告＞ 



7 月 9日（土）午後 4時より、昨年度と同様、青森市のウェディングプラザアラスカにて、平

成 23年度総会・懇親会が、約 40名の参加者にて執り行われました。 

 昨年の 1月に臨時総会を開いて久方振りの再生スタートを切った当支部でしたが、この一年

間は県内各ブロック会の設立や名簿の確認など、初年度ならではの不慣れさと慌しさの最中に

、大震災の影響なども受けながら、あっという間に過ぎてしまった感想です。 

 さて、総会ではまず武田県支部会長より、全国支部長会議の報告を含めた挨拶と、一年間の

経緯についての説明を頂き、続いて本部よりご来臨いただいた越後同窓会長より、震災の影響

や対策等についてのご報告を頂くとともに、入学希望者が増えた件など、大学の努力と成果に

ついてのお話しも頂きました。 

 議事においては、本年より会員からの年会費も募りながら活動の更なる充実を図り、本部と

ブロック会との繋ぎ役としても、名簿の丁寧な確認や予算の適切な執行配分など、一層の責任

と期待を担うべく、活発に提案がなされ、慎重かつ未来志向の意見が交わされました。 

 総会に引き続いて記念撮影が行われ、懇親会へと続きました。乾杯後、余興としてマジシャ

ンの和田奈月さんにご登場いただいて場を盛り上げ、最後は恒例となった校歌斉唱にて、また

来年までの更なる活性化を期待し、中締め後も名残りを惜しみながらの閉会となりました。 

  

 



 

上十三支部総会開催について 

日時  平成 23年 3月 12日（土）午後 6時から 

場所  ホテルグランヒル つたや 

（三沢市松園町 3-8-4 TEL0176-53-8400） 

会費  5,000円 

連絡先 青森県支部事務局員 三浦真介（みうらしんかい） 

     TEL0172-32-1681 

 

三八地区同窓会設立総会 

日時 平成 23年 1月 30日（日）午後 1時から 5時 

場所 八戸プラザホテルアーバンホール 

    八戸市柏崎 1-6-6 別館 TEL0178-44-3121 

日程 第 1部 設立総会 

   第 2部 講演会（ 講師：駒澤大学文学部教授 久保田昌希 教授 ） 

   第 3部 懇親会 

連絡先 三浦真介（みうらしんかい） TEL0172-32-1681、FAX0172-32-1738 

 

 

下北むつブロック地区支部総会のお知らせ 

日時 平成 22年 12月 12日（日）午後 4時 30分から 

場所 はねやホテル（むつ市本町 2-7 TEL0175‐22‐844） 

連絡先 三浦真介（みうらしんかい）青森県支部事務局員 TEL0172-32-1681 



FAX0172-32-1738 

 

青森県支部中弘南黒支部総会 

日時 平成 22年 9月 25日（土）午後 5時 30分から 6時 10分 

場所 弘前市 豪華楼 

参加人数 34名 

懇親会・・・6時 10分から 8時 

  

   

 

平成 22年度青森県支部総会 

日時 平成 22年 7月 10日（土） 15：00～役員会 

                16：00～総会 

                17：00～懇親会 

場所 ウエディングプラザアラスカ  

     青森市新町 1-11-22 TEL017-723-2233 

会費 5,000円（懇親会費） 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催報告＞ 

 7 月 10 日（土）16 時より、青森市ウェディングプラザアラスカにて、会員 45 名の出

席のもと、平成 22 年度総会が開催されました。武田会長、笹岡本部副会長のご挨拶に続

き、事業報告並びに計画と、決算報告並びに予算計画が審議され、引き続いて三遊亭貴

楽師匠による落語公演となりました。駒大の各種情報を交えた生の落語に会員一同笑い

に興じながら聞き入りました。 

 終わって懇親会に入り、笹岡副会長の乾杯の音頭に続き、歓談に移りました。ブロッ

ク毎に壇上にて自己紹介する場面もあり、ご夫妻での同窓生など、様々なエピソードを

聞きながら話を弾ませました。また途中でサッカー部優勝の報告も入って盛り上がった

ほか、ホームカミングデーに出かけていたり出かけたいと思っている会員が意外と多い

ことがわかり、同窓会として働きかけをしなくてはと感じました。最後に事務局員の音

頭で校歌を斉唱し、次回の再会を約束しお開きとなりました。 

 

役員（上記総会にて一部変更） 

 会長   武田  登（昭和 46年経・経） 

 副会長  角金 洋一（昭和 45年経・商 三八地区） 

  〃   佐々木伸芳（昭和 51年営・営 上十三地区） 

  〃   村中 純二（昭和 46年文・国 下北地区） 

  〃   坂井  透（昭和 48年営・営 東青地区） 

  〃   松宮 義孝（昭和 44年仏・仏 西北五地区） 

  〃   太田 宏見（昭和 43年仏・仏 中弘南地区） 

 事務局長 今泉 尚道（昭和 52年仏・仏） 

 事務局員 白澤 雪俊（平成 2年短・仏） 

 事務局員 三浦 真介（平成 8年院・仏） 

 



 

   

 

 

むつ下北地区同窓会開催報告 

日時 平成 22年 3月 14日（日） 

場所 はねやホテル 

1. 青森県支部副会長挨拶 木村和典 

2. 案件 

（1） 同窓会青森県支部の動向について 

（2） 同窓会青森県支部むつ下北地区の活動について 

（3） その他 

 

青森県支部総会開催について 

日 時 平成 22年 1月 31日(日)  

役員会 14：00 

総 会 15：00～ 

懇親会 16：30～ 

会 場 ウエディングプラザアラスカ 

    青森市新町 1－11－22 TEL017-723-2233 

会 費 5,000円（総会のみの出席者は無料） 

 

≪記念写真≫ 

＜開催報告＞ 

平成 22 年１月 31 日に駒澤大学同窓会青森県支部臨時総会が開催されました。本会は平成

16 年 2 月 12日に前会長三浦義弘氏（盛雲院住職）が逝去されてから、会長位が空白で同窓会



活動が停滞しておりました。昨年 5月 9日に行われた理事会に於いて、前県立弘前実業高等学

校校長武田登氏（昭和 46年経済卒）を次期会長に推挙致しておりました。 

 今回臨時総会に先立ち、武田氏会長の賛意を問うたところ、全員多数の賛同を得て正式に本

会第 3代会長に承認されました。 

 臨時総会は武田会長による挨拶、続いて本部同窓会会長越後宏允氏より、東北ブロックで唯

一会長のいなかった青森に新会長が誕生し喜ばしく、これからは活発化させ母校の隆盛に協力

しましょうと挨拶が行われました。その後本部事務局臼倉新治郎氏より来賓紹介が行われ、引

き続き審議へと移行し、会則・新役員等の承認を得て総会は無事に終了しました。その後駒澤

大学副学長齊藤正氏より、駒澤大学の現状、特に損失に関する説明が懇切丁寧に行われました

が、駒澤大学の発展を期待するということで無事に終了致しました。  

 引き続き懇親会に入り、当会顧問柿崎智明氏（昭和 26年文仏教卒）が乾杯の発声で始まり、

名詞交換をするなど和やかのうちにお開きとなりました。 

 最後に遠路お越し頂いた同窓会本部の三氏には心からの謝意を表します。 

 

新役員  会長   武田  登（昭和 46年経・経） 

     副会長  角金 洋一（昭和 45年経済・商  三八地区） 

      〃   佐々木伸芳（昭和 51年営・営  上十三地区） 

      〃   木村 和典（昭和 56年文・地   下北地区） 

      〃   坂井  透（昭和 48年営・営   東青地区） 

      〃   松宮 義孝（昭和 44年仏・仏  西北五地区） 

      〃   太田 宏見（昭和 43年仏・仏  中弘南地区） 

     事務局長 今泉 尚道（昭和 52年仏・仏） 

     事務局員 三浦 真介（平成 8年院・仏） 

     事務局員 白澤 雪俊（平成 2年短・仏） 


