宮城県支部
支 部 長：

我妻 佑一 あがつま ゆういち （Ｓ42 文・地理）

事務局長： 伊串 泰純 いぐし たいじゅん （Ｓ60 院・仏教）
支部内同窓生数 １，０８７人
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以下のとおり開催されました

↓
平成 28 年 5 月 8 日
第 26 回仙台国際ハーフマラソン 駒澤大学選手激励会
スマイルホテル仙台国分町
平成 27 年度

宮城県支部総会のご案内

日時 平成 27 年 11 月 7 日（土）
受付開始 15：15
総会

15：45～

講演・ライブ 17：00～18：30
講演：兼平 孝信 氏（Ｓ57 年政治学科卒）
盛岡市議会議員
学生時代、駒澤大学応援指導部ブルーペガサス結成に携わる
ライブ：黒木悦子さん（Ｓ52 国文学科卒）
シャンソンを堀内環氏に師事
秋田県出身

■

■

懇親会

18：30～21：00

＜開催報告＞
場所 気仙沼プラザホテル

気仙沼市柏崎 1-1 ＴＥＬ0226-23-1313

１１月７日（土）午後３時４５分より、気仙沼市の気仙沼プラザホテルを会場に、駒澤
大学宮城県同窓会平成２７年度総会を開催致しました。従来、仙台市内と県内各地を交
互に会場を選定しておりましたが、東日本大震災以降毎年仙台市内を会場に行って参り
ました。震災後復興中の気仙沼で開催出来たことは、感慨深いものがあります。
２７年度総会は、同窓会本部より、松本 享常任副会長・大森

義明監査人に御同席

賜り、ご挨拶・本部近況報告として、本部事務局長が変更した件、同窓生の住所確定の
件、宮城県内の同窓生の詳細、大学の借金返済状況についてお話し頂きました。昨年に
引き続き、議長 千葉 義信氏の進行で、平成２６年度行事報告・決算報告・監査報告、
平成２７年度行事予定・予算案を審議、満場一致で全案件の承認を頂きました。
その後、部屋を変えて、
「東北をますます元気にしよう会 in 気仙沼」と題して、一般
公開の形で講演会とシャンソンライブを行いました。第１部の講演会の講師は、現在、
駒大の応援には欠かせない、
「ブルーペガサス」の創始者で、盛岡市議会議員の兼平 孝
信氏です。「学生時代の思い出～恩師・友との出会いから現在まで」の演題で、入学式
での圧倒的な体育館の祭壇の話、政治学科の先生方との出会いの話、ブルーペガサスの
発足当時のエピソード、失敗談などを楽しく語って頂きました。第２部のシャンソンラ
イブは何度も御出で頂いている黒木

悦子さんです。いつも以上に感動したのは、「ヨ

イトマケの歌」です。精一杯の情感がこもった歌は、聴衆を魅了しました。かすかに涙
ぐんでいるような表情もいつも以上に美しく見えました。多くの会員が、短過ぎる４０
分だったという満足感と、もっと聞きたい残念感を感じる素晴らしいライブでした。
懇親会では、出席した２５名の会員が文字通り和気藹々と時間を忘れて語り続け、最
後は、校歌を全員で３番まで大合唱し、庶務の小枝氏、地元代表の酒井氏のエールで散
会となりました。
平成 26 年度総会について
日 時 平成 26 年 11 月 15 日（土）
受付 15：00～
総会 15：30～
講演会

同窓会派遣講師：平井史生（気象予報士）

懇親会 18：30～
会 場 スマイルホテル仙台 仙台市青葉区一番町 4-3-22 ＴＥＬ022-261-7711
連絡先 事務局長 伊串

＜開催報告＞
１１月１５日（土）午後３時半より、仙台市青葉区一番町のスマイルホテル・シェルブー
ルを会場に、駒澤大学宮城県同窓会平成２６年度総会を開催致しました。
第１部の２６年度総会は、同窓会本部より、吉田

莞爾常任副会長に御同席賜り、ご挨

拶・本部近況報告として、開校 130 周年記念事業の詳細、同窓会本部内組織変更や神奈川
の新ブロックの件の詳細をお話し頂きました。もともと東北ブロックの方なので、親近感
があり、和んだ形でした。昨年に引き続き、議長

千葉

義信氏の進行で、平成２５年度

行事報告・決算報告・監査報告、平成２６年度行事予定・予算案を審議、満場一致で全案
件の承認を頂きました。今回は役員改選があり、会長代行時代から足掛け１０年勤められ
た大宮会長が勇退され、新会長に我妻佑一氏が承認され、付随して副会長・監事・会計も
一部変更・選任されました。事務局は全員留任となりました。
第２部は、本校の派遣講師であり、気象予報士の平井 史生氏の講演会です。平井氏は、
仙台と少なからぬ縁があり、学部での初めての地域調査の実習地が仙台だったと、まず最
初に語って頂きました。
「近年の天候不順について」という演題での講演であり、主に、今
回の広島市安佐南区の集中豪雨による土砂災害についてお話頂きました。興味深かったの
は、寺院や神社のある場所は、比較的土砂災害を受け辛い場所を選定している点（これは
地域のシンボルとしての役割だろう）、地名に込められた先人の土地の利用形態・過去の被
害実績を形骸化した現在の住宅事情についての話。過去の文献を検索し、地理学科 OB な
らではの分析法を、スライドを利用し、かつ解り易く、楽しく解説して頂きました。多く
の会員が、短過ぎる９０分だったという満足感と、もっと聞きたい残念感を感じる素晴ら
しい講演会でした。
第３部の懇親会では、出席した２５名の会員が文字通り和気藹々と時間を忘れて語り続
け、最後は、校歌を全員で３番まで大合唱し、元応援団長宮本

亨一氏のエールで散会と

なりました。
（事務局長 伊串 泰純 記）
平成 25 年度総会について
日時 平成 25 年 10 月 26 日（土）
受付開始 15：00～
総会

15：30～

懇親会

18：30～

会場 ブラザー軒 仙台市青葉区一番町 4-2-20

TEL022-222-1171

連絡先 事務局長 伊串 090-8921-5277
仙台ハーフマラソン壮行会・応援・懇親会のご案内
・仙台ハーフマラソン壮行会 平成 25 年 5 月 10 日（金）午後 6 時～ 会費 5,000 円

スマイルホテル（旧ホテルユニバース仙台）3 階 シェルブール
・仙台ハーフマラソン応援
・懇親会

平成 25 年 5 月 12 日（日）午前 8：30 新寺 林香院駐車場集合

平成 25 年 5 月 12 日（日）12：00～ 仙台サンプラザ１階レストラン奥の間
会費 4,000 円

出欠の連絡はＦＡＸでお願いします

FAX 番号 022-234-2029

平成 24 年度宮城県支部総会のご案内
日 時：平成 24 年 11 月 10 日（土）
受付開始 15:00 から
総

会 15:30 から

講 演 会（講師 野村浩志氏） 17:00～18:15
懇 親 会 18:45～20:45
場 所：スマイルホテル仙台国分町 3 階シェブール
平成 23 年度宮城県支部同窓会・総会のご案内
日時 平成 23 年 11 月 13 日（土）
受付開始 15：00～
開

式 15：30

総

会 15：30～17：00

パネルディスカッション「震災、その時、その後」 17：00～18：15
パネラー：会員 加藤佑也氏、 会員 大竹和義氏
コーディネーター：会員 末永 繁氏（アフラック生命保険代理店 代表）
懇 親 会 ゲスト：本校ＯＧシャンソン歌手 黒木悦子氏 18：30～20：45
場所 ホテルレオパレス 仙台東口

TEL022-706-0001

会費 10,000 円
出席いただけます方は、専用申込用紙にご記入のうえ、必ず FAX にて 11 月 10 日までに事
務局へお申し込みください。 022-234-2029
平成 22 年度総会のご案内
日時 平成 22 年 11 月 20 日（土） 午後 3 時受付
日程 開式 15：30～
総 会 15：30～16：30
パネルディスカッション 16：30～18：15
懇親会 18：30～20：45
場所 江陽グランドホテル
会費 10,000 円

仙台市青葉区本町 2-3-1 TEL022-265-8888

駒澤大学宮城県同窓会平成 22 年度総会報告
11 月 20 日（土）午後 3 時半より、仙台市青葉区本町の江陽グランドホテルを会場に、駒
澤大学宮城県同窓会平成 22 年度総会を開催致しました。
今回は、久しぶりの仙台開催でしたが、例年、仙台開催の場合参加者が少なく事務局側
にとっては頭痛の種なのですが、今回は、身近な問題を取り上げるパネルディスカッショ
ンを行い、真面目に興味を引く方法を模索しました。
22 年度総会は、同窓会本部より、越後会長に御同席賜り、ご挨拶・本部近況報告を頂い
た後、議長 気仙沼・松岩寺 小黒沢老師の進行で、平成 21 年度行事報告・決算報告・監
査報告、平成 22 年度行事予定・予算案を審議、満場一致で全案件の承認を頂きました。そ
の他の事項として、同窓会員以外で常日頃当会主催のイベントにご出席頂いている 3 名の
方を新たに特別会員として、参加頂けるようご承認頂きました。
「私達の明日を考える」と題しましたパネルディスカッションは、パネラーに、仙台市
内でご活躍の葬儀社「清月記」社長
のライフプランナー
昌文

清水

和博

菅原

裕典

氏と、当会会員でプルデンシャル生命

氏、コーディネーターに当会会員

林香院住職

門脇

師を迎えて、我々にとって今後迎える重要な課題の一つ「死」という問題に向き合

って語り合って頂きました。菅原氏は、死に方・葬儀の多様化を見据え、葬儀に対して考
える時期を早めに向けさせる事の大切さに今一番に取り組んでいるご様子。清水氏は、自
分の生い立ちから大学進学、就職活動の半生を語りながら、保険契約の何たるかを、また、
トラブルの実例を挙げて、遺産問題・財産分与等の難しさについて話しました。門脇師も、
寺院での諸問題、檀家さんとの関わりから見えてくるものについて、死ぬことを想定して
物事を見つめることの重要性、死を恐れない生き方の模索について突っ込んだ質問を放ち
ました。中々、結論の出ない問題ではありますが、出席者 30 数名の心に何らかの種を蒔い
た感じがしました。後ほど、越後同総会本部会長からも、大変興味深い企画であり、駒澤
大学の特質にも合致しているとの賛辞を頂戴致しました。
懇親会では、仙台在住の BOY・TUAZON バンドの歌と演奏で盛り上がり、最後は、校歌を
全員で 3 番まで大合唱し、元駒大応援団の大森氏がエールを送り、散会となりました。
更け行く夜は別れ難く、酒も話も尽きない和やかな総会の一夜を過ごしました。
（事務局長 伊串 泰純 記）

仙台ハーフマラソン壮行会並びに箱根駅伝祝勝会
応援・懇親会のご案内
今年の箱根駅伝は、復路優勝という、常勝軍団復活の兆しとも言える結果となり、今回
の健闘を讃えると共に大いにお祝いしたいと思います。
さて恒例となりました仙台ハーフマラソン大会ですが、駒大選手をはじめとして、駒大
から社会人に進んだ選手も仙台路を走ります。つきましては、仙台ハーフマラソン壮行会
並びに箱根駅伝復路優勝祝賀会及び、大会当日の応援・懇親会を下記の通り開催しますの
で、ご家族・知人お誘いの上御参集ください。大八木監督も来場の予定です。
○ 仙台ハーフマラソン壮行会並びに箱根駅伝祝勝会
平成 22 年 5 月 7 日（金）午後 6 時から
ホテル レオパレス仙台 10 階 「ダイニング彪夢」
仙台市青葉区大町 2－3－1 TEL022－262-9171
会費 男性 6,000 円、女性 3,000 円
○ 仙台ハーフマラソン応援
平成 22 年 5 月 9 日（日）午前 8 時 30 分から
仙台市役所前広場集合（目印：駒大の紫色の幟もしくは、我妻携帯 090-2275－5040、
加藤携帯 090-2849-4611 に連絡ください）
○ 懇親会
同日 12：00 中華料理 彩華 仙台市青葉区国分町 2－15－1
TEL 022－222-8300

会費 2,000 円

準備の都合上、出席の連絡は必ず FAX にてお願いします。
事務局 TEL/FAX

022-234-2029

平成 21 年度駒澤大学宮城県同窓会総会報告
（同時開催：東北ブロック会報告）
11 月 7 日（土）午後 3 時より、ホテルキャッスルプラザ多賀城を会場に、駒澤大学宮城
県同窓会平成 21 年度総会を開催致しました。
今回は、通常隔年開催の支部持ち回り開催ではなく、仙台市に隣接する塩釜・多賀城・松
島地区会員有志が発起人として名乗り出て下さり、数回の打ち合わせを重ねながらの開催
の運びとなりました。地元の会員や広告協賛を頂いた方々には、多大なる感謝の気持ちで
一杯です。
同窓会本部からの要請もあり、総会に先立ち、東北ブロック会議も開催致しました。当
会の大宮会長が東北ブロック長を務めている関係もあり、東北 6 支部の友好と交流を深め
るためにも開催の必要性があったので、翌日総会がある福島支部と、現在会長不在の青森
支部を除く 4 支部からの出席があり、各支部の現況報告や会員数の問題・会員名簿の問題、

本校マーチングバンドの招聘のアピール等、活発な意見交換と共に今後の各支部行事への
積極的支援を互いに約束し閉会致しました。
21 年度総会は、同窓会本部より、越後会長・石井学長・臼倉課長補佐の 3 氏に御同席賜
り、ご挨拶・本部近況報告を頂いた後、議長 千田豊穂氏の進行で、平成 20 年度行事報告・
決算報告・監査報告、平成 21 年度行事予定・予算案を審議、満場一致で全案件の承認を頂
きました。その他の事項として、事務局庶務として、白石

惇祐氏・末永

繁氏の新任を

承認頂きました。総会閉会後、石井学長より、昨年末の大学資金運用問題の概略と経過説
明があり、共に再生の道に向かって一丸となり協力態勢で臨むことを確約致しました。
一般のお客様を交えての「秋の演奏会」は、仙台で活躍するサックス奏者

安田

智彦

氏、仙台出身の笙奏者 笙 YUU 氏、駒大 OG のシャンソン歌手 黒木 悦子さんにそれぞれ
演奏していただいた後、3 組のジョイントで「秋のメドレー」と題して秋にちなんだ楽曲を
披露して頂き、会場内の大人も子供も楽しめるコンサートになりました。
多賀城市長

菊地

健次郎氏も同席、ご挨拶頂いた懇親会は、途中黒木さんの歌と安田

氏の演奏も再度ご披露頂き、大盛り上がりでした。最後は、校歌を全員で 3 番まで大合唱
し、駒大の今後にエールを送り、散会となりました。
場所を変えての二次会に、本部の皆様・黒木さん・秋田支部の高橋事務局長も加わって
頂き、来年春には秋田で交流会を挙行する話も飛び出し、更け行く夜も忘れるが如く、懇
親を深め合った素晴らしい一夜となりました。
（事務局長 伊串 泰純 記）

