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保護者の皆さまへ

山口県支部

高知県支部

大分県支部

正木 みふゆ

山村 理々子

市原 隆生

山口県支部も 12 年目を迎え、今年も新入
生の父母の方々とお会いできるのを楽しみ
にしておりました。毎年父母の会では卒業
生の講演が好評になっておりますが、今回
新型肺炎の影響で中止になり残念な事態
となりました。希望を失わないで、法政の
山口の輪をつなげていきたいと思います。

高知県支部は小さな支部です。離れて暮ら
す子どもたちが大学ではどんな事をしてい
るのか、心配している親御さんもいると思
います。高知県支部では、大学職員の方々
や他の保護者の皆様と交流をして、情報
交換しています。今年は新型コロナウイル
スもあり心配は尽きませんが、学生たちを
サポート出来ればと思います。

大分県は本学の前身、東京法学舎創設の
金丸鉄先生、伊藤修先生の出身地で、地
元の杵築市には両先生を顕彰する碑が建
てられています。このことは、子どもが入
学し、後援会活動を通して初めて知った次
第です。また、県内外に同じ思いの知り合
いができ、うれしく思っています。子ども
と共に学び直し、成長したいと思います。
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国内における新型コロナウイルス感染状況に終息の目途が経たない中、会員の皆様におかれましては
先行きの見えない不安な日々をお過ごしのことと、お察し申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から法政大学当局より後援会に対し、開催予定の行

徳島県支部

福岡県支部

宮崎県支部

先川 博司

堀 遊子

岡田 祐二

徳島県支部は会員数が 40 名に満たない小
さな支部でありますが、年間を通して様々
な行事を開催し学生・父兄・OB の間で親
睦を深めております。今年に関しましては、
新型コロナウイルスの件で予定が立たない
状況であります。しかしながら、終息のあ
かつきには従来通り活発な活動を行ないた
いと思っておりますので、是非とも会員の
皆様の後援会行事への積極的な参加を御
願い申し上げます。

福岡県支部では毎年、保護者の皆様に積
極的に役員をお引き受けいただいていま
す。福岡は遠方のため、不安、心配も多々
ありますが、子供達の学内の様子やより充
実した学生生活を送るための情報収集の
場として、後援会を活用しています。また
親としても「学ぶ場」となっています。子
供達と一緒に、法政のファンとして、盛り
上げていきましょう。

宮崎県支部では、後 援 会活動を通じて、
親同士はもとより大学関係者や校友会の
皆さんとの交流も深めていただき、子供の
生活環境や学習状況、就職活動などの情
報交換を行っています。歴史の浅い支部で
すが、和気あいあいとした雰囲気の中、楽
しく活動して いますので、お気軽にご参
加ください。

事について、その必要性を十分検討し、行事開催の場合には、感染リスクを回避するための工夫を講じ
るよう、要請を受けております。このことを受け、後援会本部では 2020 年度に予定している行事の取り
扱いについて検討を重ねてまいりました。各行事の準備と当日の対応に携われる後援会役員、及び各行
事に来場される会員と関係者の方々の健康と安全を第一に考え、苦渋の判断ではありますが、2020 年度に予定しておりまし
た行事を変更、中止することといたします。何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
後援会の行事等につきましては、大学広報誌、後援会 Web サイト等にて最新の情報を掲載してまいります。定期的に最新
の情報をご確認くださるようお願い致します。

2020 年度 10月までの後援会行事について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑みた行事の変更・中止のお知らせ

後援会総会
香川県支部

佐賀・長崎県支部

鹿児島県支部

三崎 寛子

菊池 清隆

岩戸 淳

新入生父母の皆様、ご子息・ご息女のご
入学おめでとうございます。 香川県支部で
は、各学年の保護者が交流を持ち、遠く
離れた子供の生活や就職活動の情報交換
を行っています。 子供からは得られない
情報を得ることができ、ご父母の方の安
心に繋がるようにしています。お気軽に参
加していただけたらと思います。

佐賀・長崎県支部は、1966 年に佐賀県支
部が設立され、1999 年長崎県加入により、
現在の佐賀・長崎県支部となり、約 70 人
の会員で活動中です。遠く離れた我が子を
思う親同士の情報交換の場となっており、
仕 送り、アルバイト、奨 学金、留学、就
職活動など、得られる情報はとても役立っ
ています。地元で活躍されている校友会の
方々との交流も行いながら、法政大学ファ
ンを一緒に広げていきましょう！

鹿児島県支部は一昨年度 30 周年行事を
行い、今年度、創立 32 年となります。各
学年 10 〜 15 会員ほどの構成で、少数で
すが「新たな縁」を大 切に、地道に支部
活動に取り組んでいます。支部の特色であ
り、開催を継続してきた「県出身者学生交
流会」も今年は断念せざるを得ませんが、
故郷を離れ学業に励む皆さんを心から応
援します。

愛媛県支部

熊本県支部

沖縄県支部

村上 哲彦

下田 徹

中村 まゆみ

愛媛から、遠く離れた東京へと送り出した
子供の生活や学業・就職などへの不安は
絶えません。愛媛県支部では、こうした
不安を少しでも解消できるよう、学生生活
や就職活動等の情報を共有するとともに、
会員間の親睦を図る活動を行っておりま
す。現在、新型コロナの影響で活動を自粛
しています。少しでも早く収束することを
お祈りいたします。

熊本県支部は会員約 100 名、内役員 25
名です。各学 年の役員数は、8 〜 9 人と
バランスが良いせいか、いい雰囲気の中で
情報交換等ができています。例年であれ
ば、
「新入生父母の集い」を開催し、役員
会をご案内するのですが、今年は感染症
対策のため中止とします。よって、書面に
よる役員会への参加をお願いすることとな
りました。得ることの多い役員会ですので、
ぜひご参加をご検討ください。

離島の参加も多い沖縄県支部も 23 年目
を迎えました。新型コロナウイルス感染症
の影響で、5 月以降の後援会行事の中止
や支部総会の実施方式を変更することに
なりました。非常事態の終息以降、
「ステ
イホーム」から「ステイ後援会」へ恒例行
事の後援会活動の復興と発展を祈念して
おります。会員の皆さま、乞うご期待くだ
さい。

5 月 30 日（土）

非招集・書面決議といたしました。
※詳細は大学広報誌「HOSEI 4 月号（PP. 22-23）」をご覧ください。

後援会支部総会・父母懇談会
例年 7 月 - 8 月に支部総会・父母懇談会を開催しておりますが、今年度の支部総会は非招集・
後援会 Web サイト内議決権行使画面での電子決議、父母懇談会につきましては中止といた
します。詳細につきましては、後援会 Web サイト等でお知らせいたします。

新入生父母の集い（後援会支部）
開催を企画の支部には中止を要請しております。
関連情報、詳細につきましては、後援会 Web サイト等でお知らせいたします。

首都圏父母懇談会
10 月に開催を予定しておりましたが、中止といたします。
詳細につきましては、後援会 Web サイト等でお知らせいたします。

法政大学後援会事務局
〒 102-0073
東京都千代田区九段北 3-2-3
法政大学九段校舎 4F

TEL : 03-3264-9350
FAX : 03-3264-9367
E-mail : koenkai@hosei.ac.jp

後援会 Web サイト
https://www.hosei-koenkai.org/
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保護者の皆さまへ

北海道支部

秋田県支部

茨城県支部

富山県支部

長野県支部

関西支部

佐々木 敦

土門 育紅

本田 晃一

河合 実

甲田 勇

太田 良一

北海道支部は、札幌圏の保護者が中心と
なり活動を行っています。例年「新入生父
母の集い」
「よさこいソーラン祭りでの法
政大学よさこいチームの応援」
「支部総会・
父母懇談会」の行事を行っています。今
年は新型コロナウイルスの影響で開催でき
ませんが、今後開催した際には多くの会員
の皆様のご参加をお待ちしております。

秋田県支部は今 年で 22 年目を迎え、小
規模ではありますが入学している子供達の
学生生活が充実したものになればとの思い
で活動してまいります。今年はコロナウイ
ルス蔓延の為に各活動も縮小しなければな
りませんが、大学、後援会本部との連携
を密にし、活動してまいりたいと思います。

新型コロナウイルス感染禍で不安、不自由
な生活が続いていることとお察し申し上げ
ます。このような状況下、本支部では、当
面の事業を中止することとし、大学後援会
HP でご案内しております。皆様には、大
学 HP 等から発信される各種情報にも注
意され、ご子息、ご息女ともに慎重な行動
を心掛けて下さい。本支部事業が再開さ
れ、皆様にお会いできる日を心より楽しみ
にしております。

長野県支部は、本年 30 周年を迎えます。
後援会活動は、
「子供の母校は我が母校」
を合言葉とし、様々な行事を通じて会員同
士が交流しています。本年は新型コロナウ
イルス感染症拡大の状況を鑑みて 7 月ま
での行事を全て中止と致しましたが、後援
会活動を再開できる状況になった際には、
新入生父母の皆様、お気軽にご参加下さ
い。

関西支部は 2 府 4 県に渡る広域活動が特
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等を各地で実
施し、大学の魅力を身近に感じられるよう
運営しております。保護者の皆様におかれ
ましては、今は大変な状況と思われますが、
支部活動が不安解消の一助となれば幸い
です。ご参加をお待ちしております。
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遠島 義正
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石塚 聡

松原 清二

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、子ども達と大学の良き応援団に
なりましょう。どうぞ、お気軽にご参加く
ださい。

会員数約 80 名の山形県支部では、懇談
会や芋煮会などの支部行事・活動を通して
会員相互の交流が少しずつ広がり、よい関
係が築けております。7 月に予定しており
ました支部設立 50 周年記念式典は残念
ながら開催を見送ることになりましたが、
支部会員の皆さんと力を合わせ、
「子供の
母校は、我が母校」をモットーに大学並
びに大学に在籍する子どもたちを応援して
いきたいと考えております。

栃木県支部は現在約 360 名の会員で構成
されています。新型コロナウイルス終息の
兆しはまだまだ見えませんが、後援会とし
てお子さまの活躍を変わらずサポートして
いきたいと思います。

石川県からは毎年おおむね 10 名前後のお
子さんが法政大学に進学され、うち約半
数の保護者が、ゆるやかに交流、協力し
ながら支部が続いています。大きな行事は
父母懇談会のみではありますが、前後の
準備とふりかえりなどの場を通して、同じ
地域の保護者同士で、ざっくばらんに楽し
く情報交換しています。

静岡支部は県の中部、東部、伊豆地区の
会員約 440 名からなり今年設立 50 周年
を迎えました。支 部 総 会・父 母 懇 談 会、
新入生父母の集いの他、春秋の東京六大
学野球応援や箱根駅伝芦ノ湖応援ツアー
を行い会員同士の交流を深める活動を行
なっています。法政を通じてご縁が出来た
折角の機会です。積極的なご参加をお待
ちしております。

鳥取・島根県支部は、全国で一番会員の
少ないアットホームな雰囲気の支部です。
現在、学生を含む大学関係者の皆さまは、
大変厳しい中で運営にご尽力されておられ
ますこと、遠いところからではありますが、
応援しています。後援会も含めて一丸で乗
り切りましょう。

岩手県支部

福島支部

群馬県支部

福井県支部

浜松支部

岡山県支部

落合 雅子

元村 雅登

設楽 修一

湯浅 徹

太田 清司

小谷 崇

岩手県支部では例年新入生父母の集い、
総会等を開催し大学関係者の方々を交え
情報交換をしていますが、新型コロナ感染
症拡大によって開催が困難となりました。
感染の恐れ、新学期開始の遅れ、就活へ
の影響等心配は尽きませんが、こんなと
きだからこそ後援会活動を通じて大学側
と情報を共有し学生を支援していきましょ
う。

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、法政大学生の大学生活を見守って
おります。例年、
郡山支部の皆様と合同で、
バスツアーを企画し多摩キャンパス〜小金
井キャンパス〜市ヶ谷キャンパスの見学を
実施しております。更に魅力ある支部活動
を計画し、ご参加をお待ちしております。

今年度（2019 年度入試）、法政大学は「実
志願者数」で大学別ランキング第 1 位と
なり、 法政ブランド はさらに向上しまし
た。さて、我々後援会活動の源泉は子を
思う純粋な親心です。
『子どもの母校は我
が母校』を合言葉に、子どもたちと大学
を支える「一番の応援団」であり続けたい
と思っています。今後とも皆さまのご理解
とご支援をよろしくお願い申し上げます。

浜松支部は、静岡県西部 ( 大井川以西 )
の約 200 名の会員で構成されており、
「子
どもの母校は我が母校」を具現化すべく
活 動しております。2021 年 は 支 部 設 立
50 周年の節目の年となります。会員の皆
様と一緒に記憶に残る記念イベントを開催
したいと思います。ご協力よろしくお願い
します。

岡山県支部は、とてもおだやかで楽しく活
動している支部です。全学年の父母の方々
にご参加いただいており、遠く離れるわが
子の事を思う親として、親同士交流を深
めると同時に大学生活の不安が解決でき
るよう情報や場の提供を心掛けています。
今年度は各行事が中止となり、非常に残
念ではありますが、こういう時にこそ子ど
も達の様子など積極的に情報発信してま
いりますので、ぜひご参加ください。

宮城県支部

郡山支部

新潟県支部

山梨県支部

東海支部

広島県支部

髙橋 幸浩

堀内 孝勇

上村 茂

小野 利彦

永田 勉

繁岡 里和

宮城県支部は「子どもの母校は我が母校」
を合言葉に、校友会とも連携し、法政大
学の応援団として活発に活動しております。
支部会員数の減少が顕著で、今後の活動
への影響が懸念されます。多くの保護者
の方々に後援会活動にご参加を頂き、法
政大学を盛り上げていきませんか。イベン
ト開催自粛の折ではありますが、来年に向
けご参加をお待ちしております。

郡山支部は、福島県の双葉郡、いわき地区、
本宮市以南の県中・県南地区、会津地方
にお住まいの保護者の集まりで、大学と
保護者の間に立ち、情報共有を円滑に行
えるよう活動を行っております。大学を身
近に感じられるようキャンパス見学、六大
学野球応援のツアーを企画・開催しており
ますので、ぜひご参加ください。

新入生父母の皆様、おめでとうございます。
首都圏での生活や交遊は人生での貴重な
経験ですね。当支部は、親元を離れた子
を思う親同士が、
「子どもの母校は我が母
校」の合言葉のもと、大学を知り楽しむ
場です。ご参加をお待ちしています。なお、
現状へのご心痛をお察しするとともに、例
年の父母の集いは中止といたします。

山梨県支部は本 年度、20 周年記念支部
総会開催の予定でありましたが、コロナウ
イルス感染防止の為に招集開催は中止と
いたしました。例年、新入生父母の集い、
父母懇談会を通し、子どもの学業、生活
環境を知り、親同士の情報交換を行って
います。親も我が子同様に法政大学と関
わりを持てる場、後援会活動へのご参加
をお待ちしています。

東海支部は愛知、岐阜、三重 3 県で有数
の会員数を誇る支部です。現在コロナウイ
ルスの蔓延で、支部活動は中止しています
が、例年は
「新入生父母の集い」
「支部総会・
父母懇談会」
「キャンパス見学会・六大学
野球応援」
「大学駅伝応援」等を実施して、
大学や学生の情報交換する場を提供して
います。ご興味のある方は是非ご参加くだ
さい。

広島県支部では、学生生活や就職活動に
関する情報提供、また保護者同士の交流
の場として、新入生父母の集い、学生交
流会、支部総会・父母懇談会、スポーツ
応援ツアー等を企画しています。昨年の出
雲駅伝応援企画では、貸切バスで日帰り
ツアーを楽しみました。状況が落ち着きま
したら行事のご案内をしますので、気軽に
ご参加ください。

今 年で 44 年目を迎える群馬支部は、現
在、約 430 名の会員がいます。毎年、
「新
入生父母の集い」
「支部総会・父母懇談会」
「キャンパス見学・野球観戦」の開催を通
じて、大学関係者との情報交換や保護者
同士の交流を行なっています。是非、後援
会活動に参加していただき、伝統ある法
政大学の雰囲気を味わってみませんか。

日本三大校歌の一つと言われている法政
大学校歌。歌詞には「よき師よき友つどひ
結べり」
とあります。学生はもちろんのこと、
我々保護者も法政大学後援会の一員として
「法政ファミリー」の絆を実感することが
できます。特に本支部では、富山県校友会
（卒業生の会）及び後援会クラブ（後援会
OB・OG の会）と連携を保ち活発に活動
をしています。会員の皆様の多くのご参加
をお待ちしております。

