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通巻 40号

毎年2回 お届けします。
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New Face
総会で第6代新会長に

久高健寿氏を選出。

平成26年度広告研究会OB会総会が5月 9

日 (金)立教大学第一学食に於いて、35名

のOBが出席 し開催されました。佐藤会長

から昨年度の数々の60周年事業に対して感

謝の意を表 した挨拶のあと議長 として議

案の審議が行われました。平成25年度事業

報告、決算報告、また平成26年事業計饉i案

及び予算案が説明承認されました.

今回の総会は役員の改選期にあたり、

49年卒の久高氏が来場のOBよ り推薦を受

け、満場一致で新OB会長に就任されまし

た。併せて新役員が発表され平成世代の

若手OBが新たに4名加わりましたし

【議事 (予算・決算)・ 新役員一覧は「ホ
ームベージ」をご覧ください】

6th Autumn Festival
いよいよです。
秋のビッグイベント。

昨年建て替えたキャンプストアも2年 目

を終えて、少しずつ秋を感じる季節になって

まいりましたc立教大学広告研究会 OBOG
の皆様、 いかがお過ごしでしょうか。

さて、キャンプス トアと並ぶ広研の2大

行事といえど、学園祭で行われるミス&ミ ス

ター立教コンテス トです.あ まり刷1染みの

ないOBOGの方も多くいらっしゃるかもし

れませんが、実は今年の11月 で早 くも30周

年の節目を迎えます。

そこで、ここ数年、秋のイベントとして定

着したオータムフェスティバルにおいて、ミ

スコン30年の歴史を振 り返 りながら、節目

をみんなでお祝いしよう!と いう企画を進

めてお りますЭ
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E∨EN丁
行事&催 し物

今年はミスコン30周年記念の
「オータムフェスティバル !」

聰新 しい思い出づ くりに懐かし
キャンパスヘお出掛け

現在OB会 が掲げる「平成世代の

OBOGに懸け橋を」というスローガンに

おいて、オール広研で楽しんでいただ

きたいのが、今年の『ミスコン30周 年

記念オータムフェスティバル』です。

これまでやや参加者が少なかった平成

世代のOBOGに は、ミスコン30周 年の

お祝であり、 ミスコンの要素を散 りば

めた今回のイベントにぜひお越しいた

捧護=■
=な
攀
`

麟 最罐 ヲ
i,,.|1a1" it*{ri:

い

ください。

だきたいのです。 ミスコンの歴史を作っ

てきたのは、主に F`成世代ですから。

いま検討 しているのは、第30回 ミスコ

ン・イベントの報告、受賞者の紹介、

ミスコンの歴史を展示、歴代の ミス・

グランプリ受賞者か らの メッセージ

(数名に出演交渉中)な ど、新旧の

OBOGが ミスコンをきっかけに交流を

深めてもらえるような企画です.

0世代を越えて交流。

今回は割引特典も。

鶴 難1警職:畿 議華議機議議磯織警

但し、今回のオータムフェスティバルでは、ミス

コン30回 を現役で経験したOBOGに は特別な会

員割引特典があります。

後日OB会ホームページをご覧下さい。

〇 ミスコンあの頃あの時。

「手づくり、体力任せで、叱られて」

(第 10回 ミスコン担当 佐 本々亮)

今ではPCや インターネットの普及でプ

ロ並みの制作物を容易に作成できるように

なっていると思いますが、20年 前の当時の

制作物は本当の意味で手作 りでした。

開催数日前には部室のあったウイリアム

ズホールに毎 日夜遅 くまで残 り、会場の装

飾やイベントで使う道具類などを分担 して

作成しました。これらの物はほとんどが手

書きベースでそれをコピーして切ったり貼

ったりしていた記憶があります.

またあるタレントさんにHl会 をお願いし

ましたが、予算が少なかった為、名前を大

きく出さないことを条件に非公式で引き受

けて頂きました。ところが某有名情報誌に

司会として名前が出てしまったことから、

渋谷の喫茶店に呼出されて怒られたことを

覚えています。

「本格的、新 しい挑戦、驚きの |」

(第 19回 ミスコン担当 小木戸 希莉)

私が運営していた当時は1少 しずつMARKS
主催での卜Iss ofヽ hssが本格化 した時期だ

ったと思います。

他の大学のメンバーと協賛営業をしたこ

と、デザイン系の専門学校のメンバーとク

リエイテイブな作業をしたこと、とにい く

新 しい挑戦をしようとしました。

学生に協賛するには驚 きの協賛金を頂

戴できる企業が見つか り、企画の提案 (商

談)に その企業の社長にご出席いただい

たのですが、その社長から「何故、このご

時‖1に ミスコンやるの PJと 問いかけられ

ましたc

そのとき、私が何を言ったのか記憶にあ

りません。おそらくしどろもどろになったん

だと′思いますら「それが知りたくてここに来

たんだJと 言っていたことを覚えています。

※ミスコンの写真は、大きい写真と右ドの写勲 哺1風

そして左下の写真が今年第30回です。

0ミ スコンに歴史あり。

数多 くのタレント輩出。

1975年 に青山学院大学で初めて大学のミ

スコンが開催され、その9年後の1984年 に

立教大学でもミスコンがスタート.その後、

ミスコンは年々開催するたびに内容がパワ

ーアップ、今では、戸部洋子さん、本田朋

子さん、高見侑里さん他、数多くの女子ア

ナウンサーやタレントを輩出し、 1趾 間的に

も大学のミスコンヘの注目度がグッと高ま

りましたしさらに、各大学のミスの中から

選ばれる「ミスキャンパス」においても、

ミス立教は好成績を収めています。

(平成8年卒 星 僚太朗)
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バスツアー&ゴルフ

鰺PMl:30
東京訳丸ビル前

をほぼ定時に出

発.い ざ館山へ。

機PM4:16
陽射 し強いキ ヤ

ンス トテラス席

で、しばしの体患。

epM5108
暮れ始めた館山
の海の最前列。後
ろ姿で青春語る。

艤PM5:30
新調の浴衣姿で

OBと現役.一緒に

,1イ  チース .

爾 PM6:4フ
ああ 夏祭り。

夜風に揺れるや

広研ちょうちん。

鰻,Mフ:04
館山小唄で盆踊

り 故郷へ帰つて

来た感動です。

キャンス ト訪問バス
｀

Q飲んで騒いで、今年は夏祭 り

“館山はぼくの第二の故郷
"と 、昭和46

年から48年 までの3年間、北条海岸で夏の

2ケ 月を過ごした私は、ことあるごとにそ

ういってきた。40年以上を経た今夏、そ

の気持ちは大きく変わった。本物の故郷

になったのだと.地域のみなさん、昔か

らの友人のような花友会の方々や、金丸

館山市長が「今年もよく帰ってきてくれ

たね」そんな笑顔で迎えてくれた今回の

バスツアーは、新装キャンプス トア、隣

の和田さんで暑気払いのビールで景気を

つけた後、上野原地区の結踊 り大会に参

力||し た。

南総里見節、炭坑節、スカイツリー音

頭などとともに、広研で唄い継がれてきた

館山小唄 (青頭)が隈かしく心に響く.

4ヾ唄復曲に尽力くださった花友会の生演奏

のやぐらの下、揃いの立教浴衣に身を包ん

だ女子現役たちが踊りの輪に加わり、OB
たちも続く。「盆踊りって何「 年振りだ

ろう…Jあ っという間の2時間が過ぎた.

屋台の香りと喧騒、揺れる提灯、ヨーヨ

ー釣りの子供らの歓声、本物のふるさと

夏祭りがそこにあった。「来年また帰っ

てこいよ IJそんな激励の拍手に見送ら

れ、会場を後にした私たちの気持ちは、

車中で帰省先から東京に戻る家族のそれ

になっていた。初めて参加した現役の学

生たちは、地域との方、れあい、故刻
`と

の

絆を実感したことだろうc

「来年の夏また館山に帰ろうな IJ

(49年 卒 杉本誠三)

ツアー 2014
だ !盆踊りだ !

体験記

_広研√ザ・ マスタ=刈堆鼎螺こ
り山口さん2連覇。来年はあなたの番です。

毎年GWの最終日に広研マスターズの日程が決められています。

1999年 9月 23日 第1国 大会から今年で19回 目c過去に春秋2回 開

催された年もありましたcし かし近年は40名 参加していた大

会も最近は大会回数賞にあたる人数に満たない状況です.来年

は記念の20国 大会ですのであ、るっての参加をお願いします.

44年卒51年卒は毎年4名 以上の参加で盛 り上げてくれていま

す。個人戦だけでなく学年対抗戦の団体戦が出来るよう各年

代でメンバー集めをしてもらえるとより以上の盛 り上げが出

来ると思います.

今年の大会は44年卒の山口隆さんが2連覇、ゴルフ場理事44

年卒の茂木康三郎さんが準優勝6最近接戦のブービーは48年卒

の柴田健さんがなり2名 の方が来年の幹事さんになりました。

また名誉であるベスグロは86で 回った49年卒のOB会長久高健

寿さんがそれぞれ賞に輝きました。

次回2015年 5月 6日 の第20回大会にはふるってのご参加を重

ねてお願いしますっ

(50年卒 峰岡恒之)

0広研コンペ「ザ・マスターズ」成績表
優  勝 山口 隆 S44
準優勝 茂木康三郎 S44
3 位 久高健寿 S49
4 位 平川清人 S44
5 位 平田敬和

6 位 松川哲夫

フ 位 中田 透 S47
8 位 笠倉義史 S43
9位 櫻丼和子 S51
10位 箕輪正貝」 S47
]1位 冨里良 ―

12位 明石忠 良 S4]

13位 黒岩俊隆 S44
14位 峰岡恒之 S50
15位 小 関 武

16位 柴田 健 S48
1フ 位 櫻 丼範 明 S49

※ 詳細はホームページに掲載されています。
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お知らせ

Interview鬱 新会長イ

「久高健寿氏

ンタビュー

に購]く 」
「キャンパス便り」
艤広研の新 しい役員です。

翻 7滅た

1970経 済学部経昔学科 入学 ,

現役時代の役職は営業副店長、 OB局長 .

19740B会では事務局長代理などを務め、

長年にわたり歴 ftの 会長を支える
=

判i会 長 J―拶につきましては、

OB会 ホームページに,ッ プ

されています.ぜ ひご覧 くださヽ

を聞きながら家の1卓を借りひとりで、見積

り、打ち合わせ、施工と立ち合いました。

…補修の資金はどうしたのですか

OB会長の藤井さんに寄付金集めの許可を

もらい、お願い状を送り、直接 OBを 回

ったりもしましたcそ のおかげで充分に。

…会長としてやりたいことはなんですか

女性の登用と年度幹事会の開催です.

女性の場合なかなか表だって活動協力は

難しいと′思いますが。第一歩として今回

役員に治 F ttH青 さん、小木戸希莉さんを

迎えましたし年度幹事会は、これまで休

lL状態でしたが、今後のOB会発展のため

に、世代を超えた意見吸1又を目的に、近

く開催したいと考えています。

高木雄人 (委員長・合宿長)

代表として全体を把握 し広告研究

会の責任を取っていきます .

恙

…現役時代いちばんの思い出は

キャンプストアの補修工事でしょうか.

当時3年生の成田先輩から傷んだ鉄骨と

厨房と厨房まわりの補修を翌年やるよう

に中し送られましたc

…そのころ厨房の床は砂地ですよね

ソフトクリームを新しく販売するため

厨房をコンクリートの土間打ちにしまし

た。ちょうど隣の “かやま"さ んから「

ついでにうちのもやってよ !Jコ ンクリ

ートミキサーに余りがあるからいいです

よって、やりましたね.

…館山へは何で出掛けましたか

高速道路のない時代だから、隧道を幾つ

も抜けて片道3時間以上cカ ーペンターズ

こうした取 り組みが実を結び、昨年を

上回る売 り上げを計 Lす ることが出来

ました。全体として大きな事故もなく、

無事キャンストを終えることが出来、部

員一同充実した夏となりましたc

60周年を迎えたとともに建て替えられ

たCAMPSTOREが この先も繁盛するよ

う、今年の反省を踏まえ、来年以降に繋

げていく所存であります。たくさんのご

支援誠にありがとうございました。

(平 成26年度店長●遠矢 凌)

普川真由子 (通営副委員長・研究局長)

研究局を通して自分とそして部員が

成長できる活動をしたいです。

遠矢 凌 (店 長)

幌 “は じめ "を ス ロー ガ ンに

昨年、私達広告研究会は創設60周 年とい

う記念すべき節日を迎えましたc60年 間の

OBOGの方々の気持ちと熱意を背負い邁進

していく所存でございますので、本年度も

応援の方よろしくお願いいたしますし

本年度の広告研究会は6“ 1"年 H、 新たな
^年 目ということで「一 (は じめ)Jと いう

スローガンを掲げ運営してまいりますら

昨今の広告研究会はキャンス ト、 ミス

コン、広告研究の3つ に分かれてまとまり

がないということで、OBの 方々には多大

なるご心配をお掛けしていることだと思い

ます。60年間の先輩方が作り上げた広告研

究会はこのようなものでなかったと感じ、

全てを“一"つ にし、広告研究会の “はじめ
・ の姿を取り戻していきたいと思います.

(平成26年度委員長艤高木雄人)

幌編集後記

もうすでにお気lNlき のことと思いますが、

今回40号からOB会報の模様替えをしました。

これまでの縦書きから横書きへ変身です.印

象はいかがでしょうか。紙面の都合上、情報

量に限りはありますが、ご満足いただける記

事をお届けしてまいります.こ れまで以上のご

愛読お願いいたします。

颯言卜報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

昭 和36年 卒   li津  安親様

平 成26年 5月 ご逝去

「キャンプストア使:り 」
晰部員一人ひとり充実の夏。

り組みに着手してまいりましたこ

今年は本

来のお店と

しての機能

を重視する

ため、営業

面の見直 し

や新 しい取

結果として

り大切な大切なお知らせで丸 ご協力ください。
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山内君が病欠のため今年度会計代理を担当する峰

岡です。年会費はOB会の運営を決め、現役への補

助、イベント、キャンスト基金等に回されます。今350

名の方が協力されています。まだ 550名 の方がOB
会にはいますので、何卒ご協力お願いいたします。

ヽ
―
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OB会の活動をスピーディにお伝えします。
◎立教大学広告研究会 OB会ホームページ

具嶋友紀 (プロデューサー・渉外)
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