栃木県支部総会開催 される
霜が 降りる のも 少なく なっ た平 成２３ 年３ 月５日、宇都宮 市の「 ホテル ニュ ーイ タヤ」
におい て、平 成２ ３年度 の栃 木県 支部総 会及 び懇親 会を開 催い たしま した 。
当日 の支部 総会 は、同 窓会 本部 から、 内科 学第一 研究室 伊東 正吾准 教授 を来 賓にお 迎
えし、 午後２ 時０ ０分か ら総 会を 開催、 その 後、「 大学の 近況 につい て」 御講 演をい た
だきま した。
総会で は、は じめ に、昨 年逝 去さ れた及 川義 臣（昭 和１４ 年卒 ）会員 と今 年逝 去され
た加藤 敏彦（ 昭和 ４３年 卒） 会員 に哀悼 の意 を込め 黙祷を 捧げ た後、 開会 しま した。 高
橋雅人 支部長 （昭 和４５ 年卒 ）の 挨拶に 続い て、来 賓であ る伊 東正吾 准教 授に 御挨拶 を
頂きま した。 議事 では、 収支 予算 及び２ ２年 度の予 算案な どに ついて 審議 を行 い、原 案
どおり 承認さ れま した。 また 、小 野口勝 巳相 談役か ら２月 ２４ 日に開 催さ れた 平成２ ２
年度第 ２回評 議員 会の内 容に つい て報告 があ りまし た。現 在栃 木出身 の学 生が ４５名 在
籍して いると のこ とでし た。
講演 会では 、大 学のハ ード 部分 の近況 に加 え、ソ フト面 につ いても わか りや すくご 講
演頂き ました 。
その後 の懇親 会は 、荒川 龍（ 昭和 ２３年 卒） 会員の 発声で 始ま り、伊 東先 生を 囲み楽
しい懇 親会と なり ました 。先 生に は２次 会ま でお付 き合い いた だきま した 。あ りがと う
ござい ました 。
昨年度 は、大 学祭 の同窓 会ブ ース で栃木 県の 地元特 産品で ある 宇都宮 餃子 の販 売を行
う予定 になっ てい ました が 、台風 の影 響で残 念なが ら参加 する ことは でき ませ んでし た。
餃子だ けは、 先に 現地到 着し てい たため 、同 郷の学 生だけ にで も堪能 して もら えたこ と
はうれ しく思 いま す。今 後機 会が あれば 、宇 都宮の 餃子で 大学 祭を盛 り上 げた いと思 っ
ており ますの でよ ろしく お願 いし ます。
終わ りに、 支部 総会開 催１ 週間 後に発 生し た東日 本大震 災の 被災地 の同 窓生 をはじ め
とする すべて の犠 牲者及 び被 災者 に対し てお 悔やみ 、お見 舞い 申し上 げま す。
（栃木 県支部

事 務局）

