
後
援
会
だ
よ
り

HOSEI
2019

May

「
子
ど
も
の
母
校
は
我
が
母
校
」

「
後
援
会
だ
よ
り
」
は
後
援
会
が
保
護
者
の
皆
さ
ま
と
作
る
ペ
ー
ジ
で
す
。

入学を喜ぶ
保護者からのメッセージ

ミレニアム（2000年）に生まれ、新元号（令和）の年

に大学入学という何かと特別な時の流れに乗り、本日入

学式を迎えた息子の成長を本当にうれしく頼もしく感じま

す。大人になる準備をする貴重な時間をこの法政大学

で大切に過ごすことを楽しみにしています。

五味 由美子（右は姉）
（神奈川県）

五味 龍之介
（経済学部・中央）

入学おめでとう。そして、受験勉強、本当にお疲れさま

でした。皆、とても喜んでいます。これから、世界が広

がり、さまざまな経験をすることでしょう。何があっても、

持ち前の「ガッツ」と「明るさ」で前向きに楽しんで進

んでください。応援しています。

吉岡 裕一・文江
（神奈川県）

吉岡 紗弥香
（社会学部・中央）

満開の桜に迎えられ、すがすがしい気持ちで参列した

入学式は感動でした。これからの人生の土台となる大

学生活、人との出会いを大切に、自分を見失うことなく、

目標に向かって努力し続けてください。伝統ある法政大

学でどんな成長ができるのか楽しみです。

橋本 孝之・麻衣子 
（東京都）

橋本 大輝 

（経済学部・中央）

合格おめでとう。したいことができる、自由にチャレンジ

できるのが法政大学だと思います。自分で決めて行動し

ていく、自由と責任を感じながら、学生生活を満喫して

ほしい。失敗を恐れるな！　法政大学入学、本当にお

めでとう！

新川 学・美由起
（東京都）

新川 亮
（国際文化学部・中央）

入学おめでとう。いよいよ大学生活が始まりますね。こ

れからの4年間は、あなたの夢をかなえるための大切な

時間です。夢をより具体的なものとし、実現するため、

多くの友人と学びが得られることを期待します。自分を

見失わず頑張ってください。

武藤 太一・純子
（岐阜県）

武藤 未澪
（文学部・中央）

「お父さん、お母さんを武道館に連れて行ってあげる」

という言葉どおり、入学式に参加させてもらいました。

母校であるお父さんにとっては、感慨ひとしおだったこと

と思います。あなたが最後まで思い続け、こだわり続け

た法政大学に入学できたことが何よりの喜びです。

下岡 誠司・優子
（広島県）

下岡 千桜里
（キャリアデザイン学部・中央）
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保護者の皆さまへ

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、約500名

の会員を擁する大所帯です。広大な土地柄の

ため、道央圏の役員が中心とならざるを得ませ

んが、5月の新入生父母の集い、7月の総会・

父母懇談会には遠方からもご参加いただき、大

学関係者を交え楽しく貴重な情報交換をしてい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

北海道支部

柳田 章　
7月21日（日）札幌市

　茨城県支部では、5月26日に新入生父母の集

いを、7月13日に支部総会・父母懇談会を、いず

れも水戸京成ホテルで行います。毎年、大学から

専任職員に来ていただき、お子さんが大学生活

を送っていく上で必要となる貴重なアドバイスを

頂戴しています。多くの皆さまにご参加いただけ

れば幸いです。

茨城県支部

三輪 和夫
7月13日（土）水戸市

　青森県支部は1966年度に設立されました。高

速交通やSNSが発達しても、子どもを遠くに送り

出す保護者の不安は消えたわけではありません。

新入生父母の集い、支部総会・父母懇談会、キャ

ンパス見学や六大学野球応援などの活動を通

じ、情報を共有し、子どもたちと大学のよき応援

団になりましょう。どうぞ、お気軽にご参加ください。

青森県支部

山本 俊二
7月13日（土）青森市

　栃木県支部は1976（昭和51）年に設立され、

現在の会員数は約400人です。新入生父母の

集い、支部総会・父母懇談会などにより会員

の親睦を図っています。昨年度は東京六大学

野球応援・市ケ谷キャンパス見学も行いました。

多くの会員の皆さまが栃木県支部活動へ気軽に

参加されるよう、役員一同お待ちしています。

栃木県支部

古谷 秀幸
7月21日（日）宇都宮市

　岩手県支部では6月に「新入生父母の集い」、

7月に「支部総会および懇親会」を開催してい

ます。その企画のため役員会を開催し、協議に

加え情報交換を行っています。「子どもの母校

は我が母校」が合言葉の後援会活動は、子ど

もの成長の一助になるとともに参加者同士の交

流もできます。会員の皆さんのご参加をお待ち

しております。

岩手県支部

久慈 孝
7月6日（土）盛岡市

　今年で43年目を迎える群馬県支部は約460

人の会員で構成されています。今年度は、6月22

日（土）新入生父母の集い、8月10日（土）支部総

会・父母懇談会を開催します。保護者間の情報

交換の場で、大学関係者から適切なアドバイス

を受けられる貴重な機会ですので、皆さまのご参

加をお待ちしております。

群馬県支部

大野 政宏
8月10日（土）高崎市

　宮城県支部役員は、「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、キャンパ

ス情報や子どもたちの近況確認など、交流を重

ねています。7月の支部総会・父母懇談会では

大学関係者にご出席いただく他、学生による講

演も企画し、保護者の皆さんへ有意義な情報

を提供したいと考えていますので、ぜひご参加

ください。

宮城県支部

植田 修一
7月21日（日）仙台市

　新入生父母の皆さま、ご入学おめでとうござ

います。昨夏、設立50周年を祝った当支部は、

約350人の会員から構成されています。東京に

いる子を思う親同士が、「子どもの母校は我が

母校」の合言葉の下、ともに法政大学を知り、

法政大学を楽しむ場でありたいと願っておりま

す。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

新潟県支部

杉本 信行
8月18日（日）新潟市

　秋田県支部では、子どもたちが充実した大学

生活を送ることを期待しながら事業を実施し、

情報交換をしたいと考えています。秋田県支部

の後援会活動が、子どもを法政大学に進学さ

せた保護者の皆さまの不安解消の一助になれ

ば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

秋田県支部

宮野谷 智敬
7月7日（日）秋田市

　山形県支部では、大学をより理解するための

「父母懇談会」や会員同士が親睦を深めるため

の「芋煮会」の開催、合宿で来訪する学生への激

励などの活動を行っております。「子どもの母校

は我が母校」の精神に立ち、学生を取り巻く環境

が良くなるよう大学と連携を深めていきます。後

援会は大学との貴重な情報交換の場ですので

ぜひともご参加ください。

山形県支部

小山 裕久
7月21日（日）山形市

　福島支部は福島県の県北地方と相馬地方の

保護者が集まった小さな組織です。小さいから

こそ結束も固く、仲良く語り合いながら、学生

の大学生活を見守っております。昨年は郡山支

部の皆さまと合同でバスツアーを企画し、多摩

～小金井～市ケ谷のキャンパス見学も実施しま

した。さらに魅力ある支部活動を行いますので、

ご参加をお待ちしております。

福島支部

元村 雅登
7月27日（土）福島市

　郡山支部は、福島県内のいわき地区、県中・

県南地区、会津地方にお住まいの保護者200名

の集まりです。大学と子どもたちを応援すること

はもちろんですが、会員のお子さんのほとんどが

実家を離れて暮らしている環境をふまえ、「大学

と家庭をつなぐ役割」を担うことに重点を置い

た活動をしていますので、ぜひご参加ください 。

郡山支部

鈴木 洋平
7月28日（日）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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全国36支部 支部長よりひとこと

　富山県支部は富山県校友会および後援会ク

ラブと深く連携を保ち活発に活動をしておりま

す。新入生父母の集い、キャンパス見学、ス

ポーツ応援など恒例の行事を通じて、会員の親

睦を深めながら、情報交換を行い、学生たちが

素敵な大学生活を送れるように後押しをしてい

ます。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

相川 一
8月18日（日）富山市

　関西支部は2府4県にわたる広域活動が特徴

です。大学や学生との架け橋として、キャンパ

スツアーやスポーツ応援など多彩な活動を各地

で実施し、法政大学の魅力をより感じられるよ

う運営をしております。今年もUSJ前の会場にて

「新入生父母の集い」や「支部総会」の開催

を予定しておりますので、会員の皆さまにはぜ

ひご参加をお願いいたします。

関西支部

上田 孝史
8月3日（土）大阪市

　石川県支部は、支部総会・父母懇談会・父

母懇親会をはじめ、キャンパスツアー・六大学

野球の応援などを通じ、会員間の交流、地元

の校友会の皆さまとの連携も行っています。遠

く離れた子どもの様子を話し合える場として、

新入生父母の皆さまには有意義な情報収集の

場でありますので、各事業への参加を心よりお

待ちしております。

石川県支部

村上 二郎
7月7日（日）金沢市

　鳥取・島根県支部は、全国で一番会員数の

少ないアットホームな雰囲気の支部です。今年

度は設立20周年を迎え、7月6日（土）に田中

優子総長をお迎えし、記念式典・公開文化講

演会の開催を予定しています。小規模支部なら

ではの、総長を身近に感じていただける機会だ

と思います。会員の皆さまのご参加をお待ちし

ております。

鳥取・島根県支部（20周年）

高取 剛
7月6日（土）倉吉市

　福井県支部は会員数62人、今年で設立15年

となります。「子どもの母校は我が母校」を合言

葉に、皆さまとの情報交換、交流の場となるべく

活動しています。6月の新入生父母の集い、8月

の支部総会・父母懇談会には大学の方も参加さ

れ、いろいろなお話が聞けることと思います。皆

さまのご参加をお待ちしています。

福井県支部

竹内 伸夫
8月24日（土）福井市

　岡山県支部は、コミュニケーションの宝庫です。

全ての学年の父兄の方々にご参加いただいてお

りますが、参加してくださる皆さまに楽しんでい

ただきながら、遠く離れるわが子の事を思う親と

して、不安が解決できるように、情報や場の提供

を心掛けています。新入生父母の集い、支部総

会、キャンパスツアーも積極的に実施しておりま

すので、ぜひ、ご出席ください。

岡山県支部

奥谷 敦子
8月18日（日）岡山市

　山梨県支部は今年度設立20年目となり、来年

度は20周年の節目を迎えます。新入生父母の集

い、支部総会・父母懇談会などの活動を行い、今

年はキャンパス見学、六大学野球の応援を計画

したいと考えています。今後は後援会活動の合

言葉「子どもの母校は我が母校」を掲げて活動

を盛り上げていきたいと思います。皆さまのご参

加をお待ちしております。

山梨県支部

赤尾 聡
7月20日（土）甲府市

　広島県支部は、2019年4月現在約160人の学生

がいます。安心して大学生活を送れるよう広島県

出身の先輩と新入生の親睦と情報交換を図り、5月

に東京で学生交流会を開催します。新入生父母

の集い、支部総会・父母懇談会を通して、きっと「子

どもの母校は我が母校」を実感いただけます。伝統

ある法政大学とのつながりを持つことになった会

員の皆さま、ぜひ後援会活動に参加してください。

広島県支部

林 健三
7月28日（日）広島市

　法政大学ご入学おめでとうございます。法政

大学後援会長野県支部は約400人の会員を有す

る父母・保護者の組織です。毎年6月新入生父

母の会、7月総会・父母懇談会を開催し、皆さ

まへ情報発信をしています。1人でも多くの皆さ

まのご出席をお待ちしています。

長野県支部

野村 伸幸
7月7日（日）長野市

　静岡支部は、県中部・東部地区の会員の皆

さまと情報共有を目指し活動しています。6月9

日に新入生父母の集い、7月21日に支部総会を

開催します。ぜひご参加ください。また、2020

年は設立50周年事業を実施する節目の年となり

ます。このイベントを会員の皆さまの思い出に残

るものとするため、役員一同、開催に向け頑張っ

てまいります。

静岡支部

志村 彰保
7月21日（日）静岡市

　浜松支部は、静岡県の大井川以西の地域を担

当しております。都心までは新幹線で2時間の距

離ですが、子どもからの情報はそれ以上に遠く届

きません。支部では新入生父母の集い、支部総会、

懇親会などを通じて会員同士の交流を深め、大学

生活、就職活動などの情報を共有すべく活動をし

ています。皆さまのご参加をお待ちしております。

浜松支部

冨田 京衛
7月20日（土）浜松市

　当支部は愛知、岐阜、三重3県にまたがる支

部組織です。全国の中でも有数の会員数を誇

る支部でもあります。支部活動は6月新入生父

母の集い、8月支部総会・父母懇談会、10月

六大学野球応援、11月大学駅伝応援と準備役

員会を予定しています。楽しい支部活動です！　

ご興味のあるご父兄の皆さんは、お気軽にお問

い合わせください。

東海支部

大嶋 浩敬
8月4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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　山口県支部は、昨年8月に設立20周年記念式

典を開催しました。今後も、大学と学生の絆を

強める活動をしていきます。学生が法政大学の

学びやで、さまざまな経験ができるように、学び

やから社会に羽ばたくときに、法政大学ならで

はの経験が生かせるように後援します。「子ども

の母校は我が母校」を合言葉に後援会活動を

盛り上げてまいります。

山口県支部

藏田 隆行
7月28日（日）山口市

　大分県支部は「子どもの母校は我が母校」を心

に刻み、会員が同じ方向を向き、楽しく親睦を深

めています。法政大学創始者が大分県出身という

ことも大分県支部の誇りであります。杵築城に顕

彰碑があります。ぜひお越しください。5月19日の

新入生父母の集いは会員同士の楽しい交流です。

ご参加を心からお待ちしています。

大分県支部

庄司 ヨシ子
8月4日（日）大分市

　会員数約40人と小さな徳島県支部ですが、「新

入生父母の集い」「支部総会・父母懇談会」「親

子で参加の交流会」などを通じて、家族的な雰囲

気で親睦を深めております。近年は校友会との

交流も盛んで、11月に徳島で開催される「全国卒

業生の集い」では、微力ながら協力させていただ

きます。今後も、後援会行事へ積極的にご参加く

ださい。

徳島県支部

先川 博司
8月24日（土）徳島市

　宮崎県支部は66名の会員（内役員32名）で

活動しており、6月23日にはシーガイアコンベン

ションセンターで新入生父母の集いを、7月28日

には宮崎観光ホテルで支部総会・父母懇談会

を開催予定です。また親同士の交流や情報交換

も活発に進めております。新入生父母の皆さま、

宮崎県支部活動にお気軽にご参加ください。

宮崎県支部

吉野 達三
7月28日（日）宮崎市

　一人で送り出した子どもがどのような大学生

活を送っているのか心配は絶えません。後援会

活動では、さまざまな行事を通して、子どもた

ちの生活や就職状況などの情報を得られます。

キャンパスツアーや東京六大学野球観戦ツアー

も、とても好評です。6月16日に新入生父母の会、

8月25日に支部総会・父母懇談会を開催予定で

す。ぜひご参加ください。

香川県支部

坂本 英樹
8月25日（日）高松市

　鹿児島県支部は昨年度設立30周年を迎え、

城山ホテル鹿児島にて記念事業を開催いたしま

した。田中優子総長の記念講演会、その後の

懇親会と、大盛況でした。6月1日には県支部

独自の企画として「鹿児島県出身学生交流会」

も東京都内で開催いたします。新入生と在校生

との交流の場がその目的です。ぜひ、ご参加く

ださい。

鹿児島県支部

田畑 博志
8月25日（日）鹿児島市

　愛媛県支部は、5月26日（日）に新入生父母

の集い、8月18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

乗松 政之
8月18日（日）松山市

　22年目を迎える沖縄支部では、できるだけ多

くの父母の皆さまに気軽に支部会へ参加してい

ただけるよう楽しい企画をしています。5月には

新入生父母の集い、7月には支部総会・父母懇

談会、そして10月にはキャンパスツアーに東京

六大学野球の観戦を予定しています。また、U

ターンの就職支援ができるよう情報交換をして

います。会員皆さまの参加をお待ちしています。

沖縄県支部

比嘉 秀樹
7月27日（土）那覇市

　高知からは遠い法政大学。それでも子どもた

ちは学びたいことや挑戦したいこと、将来に向

けて希望を持って進学した大学です。その学校

の様子や特色を親も学び、子どもと共に、より

よい学生生活、履修や留学、就職活動に関す

る情報共有ができるように支部の皆が積極的に

和気あいあいと活動しております。皆さまの参

加をお待ちしています。

高知県支部

岡林 輝秀
7月28日（日）高知市

　福岡県支部では学年の隔てなく、遠く離れた

子どもたちの生活や就職活動などの情報交換を

活発に行っています。新入生父母の集いに現役

学生、総会時にOBを招いて講演を行っていただ

いています。また校友会との関係も強く、県内

で活躍する先輩方との、交流も盛んに行ってい

ます。一緒に福岡から法政を盛り上げていきま

せんか。

福岡県支部

山田 健太郎
8月17日（土）福岡市

　佐賀・長崎県支部は、珍しい2県構成の支

部です。新入生父母の集いや支部総会・父母

懇談会では、保護者同士の情報交換や大学関

係者との個別面談で、遠く離れて暮らす子ども

たちの学生生活や就職状況など、子どもから得

ることが少ない情報を得ることができます。法

政大学のたくさんの魅力を知る場にもなっていま

す。ぜひご参加ください。

佐賀・長崎県支部

山本 倫子
8月18日（日）佐賀市

　熊本県支部は昨年の創立20周年に、田中優

子総長をお迎えして、公開文化講演会と熊本

在住の渡辺京二さんとの対談を開催し、大盛況

となりました。6月15日に新入生父母の集い、8

月24日に支部総会・父母懇談会をアークホテ

ル熊本城前で開催、10月にはキャンパスツアー・

東京六大学野球観戦ツアーも開催予定です。

どうぞお気軽にご参加ください。

熊本県支部

宮田 裕志
8月24日（土）熊本市
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