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入学を喜ぶ
保護者からのメッセージ保護者の皆さまへ

入学おめでとう。新しい学校での生活、いま期待と希望
でいっぱいだと思います。これからの4年間で経験するこ
と一つ一つが種となり、将来あなたの世界にさまざまな
彩りを添えるでしょう。何事も前向きに、楽しく充実した
大学生活を送ってください。

大西 隆司
（東京都）

大西 紗弥加
（グローバル教養学部・右）

入学おめでとうございます。大学の4年間では、何事に
も前向きにチャレンジしてください。そして、たくさんの
いい影響を発信し続けてください。また、出会いを大切
にして楽しい学生生活を過ごしてください。応援してい
ます。

磯崎 恵美子
（神奈川県）

磯崎 凪
（経営学部・右）

伝統ある法政大学へ進学し、専門分野の勉学や外国
留学など恵まれた環境は整いました。後は自分がどう過
ごすかですね。心身共に健康であることに留意しながら
頑張ってください。入学おめでとう！

堀江 妙子 
（東京都）

堀江 直人
（理工学部・中央）

入学おめでとう。努力を重ね、桜が咲きましたね。今日
の思いを忘れず、さまざまなことを体験し、いろいろな
ものを見て、たくさんの人に出会ってください。そして自
分の人生に役立つ知識を習得し、有意義な大学生活を
過ごしてください。応援しています。

伊達 尚弘・浩子
（埼玉県）

伊達 隼人
（文学部・中央）

入学おめでとう。伝統ある法政大学に現役合格できたこ
と、親として本当に誇らしく思います。今日からの4年間
は自分で判断していく日々です。さまざまな知識を吸収
し、沢山の仲間たちと終生心に残るような時間を作って
ほしいと思います。

嶋田 清司・奈緒美
（埼玉県）

嶋田 圭佑
（デザイン工学部・中央）

入学おめでとう。念願の法政大学での学生生活が始ま
りますね。何事にもチャレンジして、充実した毎日を過
ごしてください。家族みんなで応援しています。

小林 百合子
（東京都）

小林 愛弓
（人間環境学部・中央）

入学おめでとう。苦しい受験期を乗り越え、温かい春を
迎えられて大変うれしく思います。これからの4年間、今
しかできないことをたくさん経験し、素晴らしい出会いと
実りのある大学生活となるように応援しています。

今井 昌典・有紀子
（神奈川県）

今井 愛
（社会学部・中央）

全国36支部 支部長よりひとこと

　北海道支部は、1982年に設立され、会員数
540人以上を擁します。広大な土地柄、活動は
札幌圏の役員が中心とならざるを得ませんが、5
月の新入生父母の会、7月の総会・父母懇談
会には旭川、釧路、北見など遠方からの会員も
参加いただき、大学関係者を交え、遠方に送り
出した子どもたちの学生生活などの情報交換を
しています。

北海道支部

笹森 学　
7月23日（日）札幌市

　茨城県支部では、昨年度初めて新入生父母
の集いを開催しました。大学生活を始めるにあ
たって大変参考になる話を聞くとともに、保護者
としての心配ごとなどを率直に語り合い、大学職
員の方々からアドバイスを頂けた時間になったの
で、参加者からは大変好評でした。今年度は5月
28日（日）に開催する予定です。新入生保護者の
方は是非ご参加ください。

茨城県支部

小園井 進
7月23日（日）水戸市

　今年度は支部設立50周年に当たり、田中優子
総長を迎えて記念事業を実施します。離れて暮
らす子どもと保護者に対し、新入生父母の集い、
支部総会・父母懇談会などで大学と情報交換し
ながら、不安を和らげる場が後援会だと思ってい
ます。2年に1度のキャンパス見学と野球応援も
実施する予定ですので、会員の皆さまの積極的
な参加をお待ちしています。

青森県支部（50周年）

齋藤 聡
7月9日（日）青森市

　本活動は大学生活について生きた情報を共
有し、本部と交流ができる、大変貴重な機会だ
と思います。法政大学の理解をさらに深め、子
どもたちには担えないことを保護者が対応し、
貢献していく必要があると感じています。皆さま
からご指導ご鞭撻を賜り、今年42周年となる伝
統ある栃木県支部の発展に貢献したいと思って
います。なにとぞ、よろしくお願いいたします。

栃木県支部

日向野 重幸
7月16日（日）宇都宮市

　岩手県支部は創立51年目の歩みを始めまし
た。昨年の創立50周年総会および田中優子総
長記念講演には、大勢の方々にご出席いただき、
法政大学ならびに後援会に寄せる関心と期待の
高さを感じました。今後も、後援会活動の合言
葉「子どもの母校は我が母校」を大切にしなが
ら、後援会活動を盛り上げていきたいと思いま
す。

岩手県支部

澤田 章弘
7月8日（土）盛岡市

　群馬県支部は、今年度設立40周年を迎えます。
新入生父母の集い、支部総会・父母懇親会、キャ
ンパス見学や六大学野球応援などの活動を行い、
会員同士の交流の場となっています。今年の記
念総会には、大学から田中優子総長にご臨席を
いただき、後援会のOB・OG役員や校友会の方々
など、多くの関係者で40周年を祝いたいと思って
います。皆さまのご参加をお待ちしております。

群馬県支部（40周年）

御園生 敏寿
8月27日（日）高崎市

　宮城県支部の役員の皆さんは役員会への出
席率が高く、常にキャンパス情報や子どもたち
の近況を確認し、交流を重ねております。子ど
もに負けないほどの愛校心を持って、支部運営
に取り組みたいと思います。「子どもの母校は我
が母校」という後援会の合言葉を大切にしなが
ら、大学と学生、そして宮城の父母をつなぐ懸
け橋として活動していきます。

宮城県支部

遠藤 公正
7月23日（日）仙台市

　来年50周年を迎える新潟県支部には、約400
人の会員がおります。支部の活動拠点は新潟
市で、「子どもの母校は我が母校」の元、夏に
は父母懇談会と総会、秋には市ケ谷キャンパス
見学や六大学野球応援を実施しています。来る
6月4日（日）には「新入生父母の集い」を新潟
市で行います。皆さまの参加をお待ちしておりま
す。

新潟県支部

本名 浩史
8月19日（土）新潟市

　「新入生父母の集い」では学生生活に関する
大学職員による説明や先輩会員の体験談など、
「支部総会・父母懇談会」では就職活動に関
する情報提供や希望者への個別相談会などを
予定しています。秋田県在住保護者が気楽に
参加できる情報交換の場として今年度は活動し
ていきますので、多数の皆さまの御参加をお待
ちしております。

秋田県支部

坂本 弘幸
7月9日（日）秋田市

　山形県支部では、法政大学で学ぶ子どもたち
のサポートを、遠い山形の地からもしっかりでき
るように、「新入生父母の集い」「支部総会・父母
懇談会」「キャンパスツアー」などを通して、会員
の交流と親睦、情報交換を図り、支部会員皆さま
のお力になれるようにと活動しています。是非気
軽にご参加ください。お待ちしております。

山形県支部

井上 治
7月23日（日）山形市

　福島県は広いため、福島と郡山に分かれてい
ます。ここ福島支部では親睦を深めることを第
一の目標として活動しています。新入学で不安
なことなど話し合えたらいいと思いますので、父
母の集いには気楽に来ていただければ幸いで
す。面積は広い福島ですが、出会いは意外と狭
く、思いがけない人と再会もありますよ。

福島支部

池田 大輔
7月22日（土）福島市

　郡山支部は広い福島県のいわき地区、県中
地区、県南地区、会津地区を担当し、交通の
便が良い郡山市を中心拠点として後援会活動を
しています。昨年は郡山支部設立50周年となり、
支部総会時に田中総長を迎え50周年記念式典
を開催いたしました。ご子息の大学生活がより
充実するよう活動に力を入れていきますので、よ
り多くの皆さまの参加をお待ちしています。

郡山支部

浅子 尚宏
7月29日（土）郡山市

支部名
支部長名

支部総会・
父母懇談会開催日程
ひとこと
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　6月の新入生父母の集いでは、最新の就職活
動の報告や来年度の周年記念行事に向けた新
たな企画などにより、一人でも多くの新会員に
お越しいただけるよう努めます。7月の総会・父
母懇談会では、ホットでタイムリーな情報交換
が行え、気楽に参加できる会となるよう役員一
丸となって、支部活動を盛り上げていきます。

山口県支部

金子 省一
7月30日（日）山口市

　法政大学設立者の2人が大分県出身という縁
の深いつながりを感じながら、70人ほどの会員、役
員20人という体制で活動しています。お子さまの
入学を機に、親同士の出会いや大学関係者との
交流を通じて、大学生活の得がたい情報を得るこ
とができる後援会活動。ぜひ楽しみながらご一緒
いたしましょう。来る5月21日（日）に開催する新入
生父母の集いでお待ちしています。

大分県支部

内田 孝久
8月27日（日）大分市

　徳島県支部は、単独の支部で一番小さい支部
ではありますが、新入生父母の集い、支部総会・
父母懇談会を始め、キャンパスツアー・六大学野
球の応援、親子で参加の交流会などを通じて家
族的な雰囲気で親睦を深めています。また本年9
月には田中優子総長が来徳される予定ですので、
是非とも会員の皆さまの後援会行事への積極的
な参加をお待ちしています。

徳島県支部

先川 博司
8月26日（土）徳島市

　宮崎県支部は2004年に設立された歴史が浅い
支部ですが、まとまりがあり、和気あいあいと活
動しています。不安や悩みは異なっても、子ども
を想う親心は同じです。親同士が情報を交換し、
校友会の皆さま方から助言をいただきながら、安
心できる場をつくることが重要だと思います。学
生と大学を支える応援団として精いっぱい活動し
ますので、よろしくお願いします。

宮崎県支部

木下 文男
7月30日（日）宮崎市

　香川県支部では、市ケ谷キャンパスツアーと
六大学野球応援を実施。集合した富士見ゲー
トから施設の充実ぶりに驚き、野球観戦では逆
転の試合に歓喜しながら、応援歌を熱唱しまし
た。また、県の方や卒業生、現役4年生を講師
に迎え、父母向けに就職活動のアドバイスをい
ただく「就職懇談会」も開催し、好評を得まし
た。会員の皆さまの参加をお待ちしております。

香川県支部

合田 和道
8月27日（日）高松市

　当支部では、6月に東京で、県出身の学生交
流会を実施しています。学年や学部の枠を超え
て交流する機会となっており、好評を得ていま
す。6月の新入生父母の集い、8月の支部総会・
父母懇談会では大学から貴重な情報を得られ、
相談質問コーナーもあります。ぜひ気軽に足を
お運びください。支部役員一同お待ちしていま
す。

鹿児島県支部

緒方 典子
8月26日（土）鹿児島市

　愛媛県支部は、5月28日（日）に新入生父母
の集い、8月20日（日）に支部総会・父母懇談会、
9〜 10月に東京六大学野球応援ツアーを開催
します。「子どもの母校は我が母校」を合言葉に、
遠く離れて暮らす子どもたちの学業や生活、就
職などへの支援となるよう、和気あいあいと活
動していますので、皆さまの参加をお待ちしてい
ます。

愛媛県支部

田中 教夫
8月20日（日）松山市

　いちゃりばちょうでー——これは沖縄の島言
葉で「出会った人とは兄弟のように仲よくしよ
う」という意味です。縁あって集ったのですか
ら、子どもたちの未来をサポートすることはもち
ろん、親同志も切磋琢磨（せっさたくま）しな
がら活動していきたいと考えています。今年度、
本支部は設立20周年の節目で、記念行事も計
画しています。皆で盛り上げましょう。

沖縄県支部（20周年）

具志堅 剛
7月29日（土）那覇市

　高知県支部では、会員数が約60人と少人数
ながら、毎年六大学野球の応援やキャンパス見
学などを行い、楽しく活動を続けています。5月
21日（日）には、新入生父母の集いを開催します。
大学職員の方からの説明や、先輩保護者との
交流の場です。まずはお気軽にご参加ください。

高知県支部

川﨑 仁
7月30日（日）高知市

　今年設立40周年を迎える福岡県支部です。
本年8月20日（日）にはホテルオークラ福岡にて、
40周年記念総会を執り行います。当日は法政大
学より田中優子総長においでいただき、一般の
方にも来ていただける公開講演会とする予定で
す。大学、後援会本部、校友会、通信教育部
学生会とも連携を図り、後援会活動を積極的に
行っています。

福岡県支部（40周年）

岩﨑 徳男
8月20日（日）福岡市

　佐賀・長崎県支部は、隣接した2県で構成さ
れた支部として活動をしています。新入生父母
の集い、支部総会・父母懇談会は、親元を離
れた子どもたちの生活、勉強、就職状況などの
情報を大学側から得ることができる貴重な場と
なっています。また、昨年10月は東京六大学野
球観戦、キャンパスツアーへ参加し楽しんでき
ました。皆さまの参加をお待ちしています。

佐賀・長崎県支部

山口 政明
8月20日（日）佐賀市

　昨年4月14日（木）と16日（土）の2度にわたり、
震度7が発生した熊本地震から早1年。熊本県
支部では地震直後にも関わらず、こんな時こ
そと6月に新入生父母の集いを開催したところ、
例年を上回る多数の参加で盛況でした。今年
も新入生父母の集いを予定していますので、お
気軽にご参加ください。知りたい情報を得るこ
とができます。

熊本県支部

稲岡 秀治
8月19日（土）熊本市

　富山県支部は今年20周年を迎えます。支部
総会・父母懇談会は、70周年を迎える富山県
校友会と同日開催し、田中優子総長にもご講演
（公開講演）いただき、盛大な会にしたいと思
います。新入生父母の集い（6月）、キャンパス
見学とスポーツ応援（10月）など、恒例の行事
も開催します。多くの皆さまのご協力をいただき
ながら、楽しい1年にしたいと思います。

富山県支部（20周年）

瀧澤 健治
8月26日（土）富山市

　関西支部は近畿2府4県をエリアとして再結成さ
れ、23年目を迎えます。支部活動は新入生父母
の集い、支部総会・父母懇談会、スポーツ応援・
キャンパス見学などを開催しています。保護者間
の情報交換の場であり、大学から派遣いただく先
生や後援会事務局の皆さんから適切なアドバイス
を受けられるので、会員の方からも好評です。お
気軽に参加ください。

関西支部

山口 隆弘
8月5日（土）大阪市

　ご入学おめでとうございます。後援会は、「楽
しさと知的充実」を基に、グローバルな人財形
成を進める大学と、そこで学ぶ学生の応援組織
一員として、法政コミュニティーを広げるさまざ
まな活動を行っています。皆さまにご案内する、
新入生父母の集い、総会・父母懇談会、その
他行事に御参加いただければ、うれしい限りで
す。

石川県支部

坂尻 史
8月20日（日）金沢市

　松江市は、初代総理の梅謙次郎博士の出身
地であり、法政と縁の深い土地柄です。しかし、
山陰両県からの入学者は毎年10人前後という
状況です。私は役員を兼任している校友会と後
援会の連携を図り、Uターン希望学生への卒業
生紹介や共同活動などを通じて、法政の魅力を
伝えていきたいと考えています。1年間お世話に
なりますが、よろしくお願いします。

鳥取・島根県支部

松本 敏和
7月15日（土）松江市

「ちはやふる」や「チア・ダン」など、広瀬す
ずさん主演の映画の舞台で有名な福井県です。
当支部では、6月の新入生父母の集い、10月の
野球応援に加えて、8月には総会・父母懇談会
の後に福井県校友会と共催で懇親会を行いま
す。また3月には北陸三県での取り組みもスター
トしました。県内会員の皆さまの参加と、全国の
会員の皆さまとのさらなる交流を願っています。

福井県支部

坪井 良彰
8月26日（土）福井市

　岡山県支部は会員数80人前後の支部です。
今年度は、6月11日（日）に新入生父母の集い、8
月6日（日）に支部総会・父母懇談会を開催しま
す。大学のいろいろな情報が得られますので是
非参加ください。支部役員会では、子どもの大学
生活の情報交換を活発に行い、父母同士が楽し
んでいます。役員会で一緒に交流を深めていき
ませんか。

岡山県支部

鹿嶋 隆臣
8月6日（日）岡山市

　山梨県支部は18年目を迎えました。子どもが法
政大学に入学したことで、偶然に大勢の後援会の
方と知り合いになり、まさに「子どもの母校は我が母
校」となりました。7月22日（土）の支部総会・懇談会
では、大学の先生、職員、保護者の皆さまと情報交
換ができます。子どもと一緒に大学生活を楽しみ、
良き相談相手になりましょう。皆さまの参加をお待
ちしております。

山梨県支部

大嶋 剛
7月22日（土）甲府市

「大学生にもなって、父母会？」と思われるかも
しれませんが、どのような大学生活を送っている
のか、子どもからはなかなか届いてきません。新
入生父母の集いや支部総会・父母懇談会、東京
でのキャンパス見学や六大学野球応援などで、
会員同士の交流を深めながら大学生活や就職
などの情報を入手し、法政大学の魅力を体感し
てください。参加をお待ちしています。

広島県支部

船岡 徹
7月23日（日）広島市

　長野県支部では、陸上部菅平合宿激励会、六
大学野球応援＆キャンパス見学、箱根駅伝応援、
軽井沢バス事故現場慰霊献花などを実施していま
す。菅平で決意を述べた選手たちが、必死で襷（た
すき）をつないでシード権を獲得したときは、胸が
熱くなりました。六大学野球では、若者の健やか
な成長を願いました。たくさんの感動や学びの機
会を与えてくれた後援会に感謝です。

長野県支部

渡辺 秀行
7月23日（日）長野市

　静岡支部では、会員さまに、より良い情報提供
や学生の活動支援を行えるよう、役員一丸となっ
て活動しています。子どもが法政大学に入学する
ことでつながったご縁の輪を、広げていくお手伝
いができればと考えています。今後の支部行事へ、
会員の皆さまが多数参加くださいますことを、心よ
りお待ちしています。

静岡支部

三枝 俊也
7月22日（土）静岡市

　2017年度浜松支部長の呉海数佳です。私ども
の支部は、静岡県西部地域のエリアです。役員は
各学年2組の夫婦で構成し、計16人で4年間継続
しての任期となっています。今年度から野球応援
を含めたキャンパス訪問を従来の3年ごとから2年
ごとに変更しました。機会を増やすことで、より多
くの会員の方にご参加いただけるよう、活動を活
発化させていきたいと思います。

浜松支部

呉海 数佳
7月23日（日）浜松市

　東海支部は愛知、岐阜、三重の3県で構成
され、約800人の会員がいます。さまざまな事
業を通して、大学職員と父母との情報交換や
交流を図っています。それに加えて東京六大学
野球を熱く応援したり、毎年各県持ち回りで3
県情報交換会なる行事を企画したり、「楽しみ」
も加えた活動をしています。

東海支部（30周年）

三浦 紳太郎
8月6日（日）名古屋市

支部名
支部長名

支部総会・
父母懇談会開催日程
ひとこと
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