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   TOPICS
平成21年度
支部定期総会

東京５支部発足50周年
̶合同支部総会開催される̶

支部活動の充実こそが礎

東洋大学校友会
東京城東支部長浅窪壮一（S40・経済卒）

　城東支部校友の皆様には、益々ご健勝でご活躍のことと
お慶び申し上げます。また、日頃より支部活動にご支援、ご
協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　今年は、カナダバンクーバーでの冬の祭典オリンピックが
開催され沢山の感動と勇気をいただきました。
　東洋大学においては、昨年に引き続き第 8 6回東京箱根
間往復大学駅伝競走V2を見事に達成し、ふたたび校友に歓
びと感動をいただきました。言うまでもなく、選手はもとより
監督、関係者皆様の情熱と選手の努力の成果であり、熱い
校友の応援の思いが実った瞬間でありました。本当にありが
とうございました。選手のみなさんV3を目指そう頑張れ！
　支部は、活動方針に従い年間の活動を実行してまいりまし
たが、とくに昨年は、支部創立 5 0周年を迎え、東京５支部
（東、西、南、北、三多摩）との合同企画開催となり支部会員
のご支援とご協力により、250人をこえる参加者のもと盛況
理に終了することができました。
　また、昨年７月より城東支部ブログを開設し、瞬時に支部
活動情報を伝達し、校友へのサービスを行っております。こ
のように支部活動の充実こそがこれからの大学、校友会発
展の礎となって行くと信じています。
　校友の皆さん、積極的に活動にご参加ください。
　昨年は、大学の寄附行為改定により評議員選出方法の変
更があり、おおいに議論された年でありました。２年後には、
大学創立1 2 5周年を迎え、万全の体制を構築し、さらなる
発展を期待されるところです。
　終わりに、城東支部活動のモットー「明るく、楽しく、民主
的」を基本に実行してまいります。今後とも皆様のご賛同と
ご協力をお願い申し上げます。

　平成21年６月７日（日）に東京５支部発足50周年・支部総
会・合同懇親会が母校の白山校舎で開催された。
　支部総会は1号館で。野中副支部長の唱和による校歌斉唱、
浅窪支部長挨拶、来賓として校友会常任委員原田様のご挨拶
等の後、林家時蔵師匠が議長に選出され、議事が進められた。

　役員改選、次期代議員選出と多くの議題があったが、「落
ち」のない名議長で予定時間内に全議案が承認可決された。
　その後、井上円了ホールで50周年記念式典が開催された。
当支部長である浅窪支部長の開会宣言（堂 と々してすばらしか
った。）、校友会長の挨拶、古澤常務理事の来賓挨拶、神太郎
氏による記念講演と続いた。古澤常務理事の母校に対する思
い、校友会に対する思いなど心のこもった来賓挨拶には感動を
受けるものがあった。神太郎氏の食文化に関する講演は興味
深いものであり、ほとんどの方が釘付け状態で聞き入っていた。
　なんともすばらしい記念講演のあと、白山スカイホールでの
合同懇親会が開催された。
　懇親会では当支部のシャンソン歌手今井杏羽子さんのすば
らしい歌の披露をはじめ田上紳さんによるフルート、黒崎正博
さんによるマジックが会場を沸かせた。さらに会場を沸かせ参
加者がひとつになり盛り上がったのが、当支部の松丸重蔵さん
が率いるカントリーウエスタン。カントリーウエスタンの音楽に
あわせ踊りに踊るという感じで大いに盛り上がり、参加者全員
が大喜びのなかでのお開きとなった。すばらしい５支部発足50
周年記念イベントであった。　　　　 　武田勇蔵（S54・経営卒）

平成21年度支部活動のあらまし

総会後の記念撮影

校友会本部の
原田常任委員

黒崎さんのマジック シャンソン歌手の今井杏羽子さん

東京５支部発足50周年記念式典・懇親会●支部総会
 平成21年６月７日（日） 井上円了ホール・スカイホール

●役員会
 平成21年７月２日（木） 甫水会館201号室（15名）
 ９月17日（木） 甫水会館特別会議室（13名）
 10月22日（木） 甫水会館特別会議室（14名）
 12月10日（木） 甫水会館特別会議室（14名）
 平成22年２月８日（月） 甫水会館特別会議室（15名）
  「エポック」編集会議
 ４月５日（月） 甫水会館特別会議室（15名）
 6月10日（木） 甫水会館特別会議室　
  総会・懇親会準備作業

●行事・活動
 平成21年11月15日（日） 第13回JOTO歩こう会（16名）
 １2月5日（土）、6日（日） 箱根ミニ旅行（9名）
平成22年１月２日（土） 第86回東京箱根間往復大学
  駅伝競走スタート地点で応援、

  後「ういんく」にてテレビ応援
 １月19日（火） 賀詞交歓会　白山スカイホール
  田淵常務、福島校友会副会長、
  佐藤コーチはじめ合計52名
 ２月20日（土） 箱根駅伝優勝報告会　品川
  プリンスホテル（支部から10名）

●地区活動
 平成21年７月25日（土） 隅田川花火大会見学、小幡方屋上
  支部長以下18名、甫水会等合計31名
 11月28日（土） 墨田区主催の茶道講習会（11名）
  曳舟文化センター３階茶室
 12月23日（祝） 年忘れ葛飾白山会
  柴又亀家本舗（30名）

●甫水会城東支部主催の行事参加
 平成21年６月13日（土） 甫水会支部総会（４名）
 ９月26日（土） 第12回文学鑑賞会（４名）
 12月19日（土） 講演会　青木辰司東洋大教授（３名）

 平成22年１月30日（土） 新年会（６名）

●その他
 平成21年５月９日（土） 第16回今井杏羽子チャリティコンサート
  四谷区民ホール
 ６月26日（金） 今井杏羽子・浅草東洋館出演
 ６月30日（火） 城東支部ブログ開設、管理責任者、
  中台和宏（H５・社会卒）、７月２日
  幹事に就任
 11月14日（土） 文化講演会　林家時蔵師匠の
  司会による大喜利　井上円了ホール
  （６名）
 12月10日（火） 山田泰之（S52・電気卒）幹事に就任
 平成22年１月14日（木） 林家時蔵独演会、日暮里サニーホール
 ３月11日（木） 首相官邸見学会（合計11名）
 4月11日（日） 第17回今井杏羽子チャリティコンサート
  四谷区民ホール
 ４月23日（金） 林家時蔵独演会　日暮里サニーホール
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平成２２年１月１９日、恒例の賀詞交歓会が白山スカイ
ホールで行われた。この日の会場は、箱根の２連覇達成に、
我々校友も祝杯を上げないではいられないという思いに満
ち、例年に増して華やかで和やかな会となった。
（表紙の写真は、その時の記念撮影）
今年も佐藤コーチにおいでいただき、田淵常務、福島校

友会副会長のご挨拶の後、優勝までの裏話などを伺った。
マスコミで「最も安定したチーム」と評価され、優勝候補

の筆頭に挙げられていながら、その実、選手たちは必ずしも
万全な状態ではなかったそうだ。どんな思いでそれを乗り越
えてこられたのかと思うと、この優勝が一層重く感じられる。

賀詞交歓会

箱根駅伝連覇に盛り上がる

仲間たちとの会話やアルコールでテンションの上がる中、
最後は、これも恒例となったジャンケンゲームで締めくくっ
た。童心にかえっての真剣勝負。賞品も雑貨から高級酒ま
で楽しいばかりに山積みされた。
さらに今年は、佐藤コーチから酒井監督ら陸上部から色

紙３枚のご提供をいただき、オークションも行われた。２万
円の売上げ金は、後日優勝させる会を通じて、陸上競技部
長距離部門に寄付された。　　  沖山英子（S４１・社会卒）

※個人情報です。校友会活動以外の使用はできません。

松丸さん等の
カントリーウエ
スタンの演奏

カウボーイハット
をかぶり音楽に
合わせて踊る。飛
び入りもあり、大
いに盛り上がる

賀詞交歓会で挨拶する田淵常務理事 佐藤コーチ（真中）を囲んで。福島校友会副会長（右端）も

各テーブルで談話中のみなさんにカメラを向けると、しばし中断して笑顔で応えてくれた

城東支部役員名簿 H.２１．４．１現在

役　　職 氏　名 卒年・科目 自宅電話 携　帯
３５・経済
４０・経済
５２・経法
５４・経営
４８・経営
３９・応社
４７・応化
４１・社会
５３・法律
３５・経済
４７・国文
４７・経営
４６・経営
４５・法律
５２・経済
４４・法律
５１・経済
５２・電気
H５・社会
４２・法律
４５・社会
４７・建築
４８・社会
４９・建築
４４・国文
４４・経営
４９・国文
５２・経営
H３・商学
H１９・院国際観光

36 9 0 -7 6 91
3 87 7 - 5 25 9
３８８８-２８０１
5 819 - 8 3 61
３６３２-２４８７
３６９１-５０７８
３６５０-４７６２
３６１２-６９７８
３６０４-１０７１
０４８-６６４-０９４７
３６３３-７９６１
３６０３-４３３１
３８４１-１８８６
３６１３-３２９２
３６１７-８３５４
３６４５-５３７１
３６９９-７６８５
３６４１-４９１３
３６３２-５８５6
３６95 -1403
３６９５-６０９１
３６０９-１５１６
３６９１-５３８２
３６９１-１７１６
３６７５-２１９７
３６８４-２８７６
３６３７-９３８３
3678 - 0 39 4
３６８８-５３４８
６６６６-８３６０ 

顧　問　　　葛
支部長・代議員 江戸川
副支部長　台・代議員
同　墨・代議員　　
同　江東
同　葛飾
同 事務局長 江戸川・代議員
会　　計　　墨
同　　　　　葛
監　査　　　台
同　　　　　墨
代表幹事　　葛
幹　事　　　台
同　　　　　墨
同　　　　　墨
同　　　　江東
同　　　　江東
同　　　　江東
同　　　　江東
同　　　　　葛
同　　　　　葛
同　　　　　葛
同　　　　　葛
同　　　　　葛
同　　　江戸川
同　　　江戸川
同　　　江戸川
同　　　江戸川
同　　　江戸川
同　　　江戸川

大滝　恵三
浅窪　壮一
野中　健司
武田　勇蔵
米津　照男
山田真理子
射手　克己
沖山　英子
緒方　　剛
照井　義道
林家　時蔵
高田　和生
松島　文雄
鈴木　節子
宮崎　昌行
荒枝　俊雄
市 川 　 隆
山田　泰之
中臺　和宏
福田　武明
志賀　保彦
松岡　正俊
久保田裕己
高谷　健治
今井杏羽子
澤 田 　 眞
吉川ふみ子
金杉　正成
川 口 　 浩
水野　盟三

０９０-１４５９-９７５８
０９０-６０２７-９０７７
０９０-８５９９-２４２２
０９０-６５２４-５０５４
０８０-３００８-９０２１
090-1768-9870
０８０-５５０１-６９７８
０９０-5588-9315

０９０-７０１４-４７００

FAXは頭に１８６を
０９０-３５３５-５０８３
０９０-８３４３-８８６２
０90-3204-5910
090-3693-4287
０８０-５４２３-4470
０９０-3407-8611
090-3312-9803
０９０-５４３１-１６４８
０９０-５５８０-１５０７
０９０-４７５６-４７５２
０９０-９８４０-８４６１

FAXは頭に１８６を
090-6300-4035

０９０-９０１９-００８７


