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「オータムフェスティバル」
昭和。平成。現役が第一学食に大集結
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池袋行 くなら、立教に寄ろう

変貌のキャンパス案内
広研の部室は、図書館は、展示館って ?

P4● INFORMATION
2015年のイベン ト アラカル
予定表にメモしてください

毎年恒例広研イベント今年はいつ

■

まだ春でもないのに、●もう夏のお知らせ

キャンス ト訪問バスツアー
7月 25日 (土)開催 !

お車し込みは同封のハガキでお早めに 一―

●今年も大好評の盆踊 り大会あります

イベン トにつきましてはOB会ホーム

ページで最新情報を発信しています。

お時間のある時にご確認 ください。
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催し物&ご意見

昭和と平成と現役がひとつに。
秋の夜長の大宴会。

去る平成26年 11月 8日 (土)19時から、立教大学第一学食において、5回 日と

なるオータムフェスティバルが開催されましたc今回はサブタイトルに “ミス

コン30回記念"と 銘打ち、OBは 59名 、現役学生はおよそ80名 が参加。特に平成

卒OBは 過去最多の参加人数を記録.親子での参加者をはじめ年代を越えた “オ

ール広研"を 感じさせる雰 l■l気 となりましたc

開演から久高会長のご挨拶、佐藤名誉会

長による乾杯、そして立食形式の歓談タイ

ムヘЭ前半のハイライトは、現役学生たち

によるプロジェクターを使った活動紹介ですっ

年間の広研行事や、今年のミスコンで使用

した動両の上映。続いて、本年度ミスター

17教の宇都宮 真さんが壇上に登場し、熱い

想いを語ってくれました。キャンスト61年

の歴史には及びませんが、多くのOBの皆

様には、 ミスコンはすでに30回開催してい

る広研の二大イベントであると感じてもら

えたはずです.

中盤は、前回実績を上げた 同 舌タイム」。

テーブルごとに “広告業界OBと 志望学生"

“百貨店OBと 志望学生"と いう具合に集

まります.OBた ちは親身になって、学生

たちにアドバイス。学生たちの真剣なまな

ざしが印象的でした。そして、恒例となっ

た抽選会には、今回もOBか らご提供いた

だいた豪華な景品がずらり.リ ゾー トホテ

ルのペア宿泊券、TDRペアチケットは、そ

れぞれ現役学生が勢いで持っていきました

(笑)。  最後は、次期OBと なる4年生の

紹介、そして校歌、応援歌で盛大にフィナ

ーレЭ実行委員会としては、反省点も多々

あったものの、広研の ll・ 史、そして絆′〕深

さを実感したイベントでしたc

星 僚大朗 (平成8年卒)

「ォータムフェスティバル」に来場

された方の声をお届けします。

● “空自のミドル世代"30代が少ないの

ではと参加 しましたが、意外に多 く驚い

ていますc

平成22年卒 奥谷岡1久

●大変お胆i話 になった佐藤前会長にご挨

拶するために来ましたc

平成21年卒 大朝健太

●この301可 記念パーテイーを通して多 く

のOBさ んがミスコンに興味関心を持っ

ていただけたなら幸いです。

現役3年生 普川真山子

●今年は久々にOB会のパーテイーに出

席させていただきました.娘二人と校門

から第一食堂までを歩きながらチャベル

での結婚式の日のこと等いろいろ思い出

し、とても懐かしい気分になりました。

現役の学生たちも多く活気があり、今後

の活躍を楽しみにしていますc

平成8年卒 舟越品子

―
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キャンパスヘ行こう

新

立

東京で暮らしていても卒業から時が経つと、自然と足が遠のくのが母校c変わりゆく姿を見

たり、聞いたりしたら、なおさらです.そ こで今回、広研委員長の佐藤 駿さんにガイド役を

依頼c一人でも歩ける立教を企画しましたc掲載の写真や最終面の MAPを 参考にして、久し

ぶりに大学を訪ねてみませんか。きっと、やんちゃだったり、お転婆な昔のあなたに出会える

はずです。ついでに広研の恒例イベントにも、ぜひご参加 くださいc

しい風と語らい、青春と出会う。
教大学キャンパスガイド

まずは広研の部室。大学正門前で待ち合わせて四丁目

を右折。4号館のある「すずかけの道Jを 直進。途中右手

にTULL`Sコ ーヒーここを通過して突き当り誘導看板で
「ウィリアムズホールJを 探す.左への表示に従い14号

棟隣へtグ レーの建物が目的地ですっ

1階 に集合郵便受、そしてエレベーターで4階へ。417号

室が広研部室。 「鍵が開いていれば誰かいますcミ スコ

ン後でかたずいてませんが、いつもはきれいですJ広 さ

は5畳位で狭 く部会などは教室を使用とのこと.午前中は

人通 り少なくキャンパス散策に最適です。

[セ ン トポ ー ル ズ会館 ]

池袋から立教通 りを直進.立教小学

校の手前にあるのが校友会館です.lF
に日比谷松本楼セントポールズ会館店
があ り、 2種類のランチメニューから

本日の料理、サラダ、飲み物付¥1,350

を選びましたc雰円気や味、サービス

が良いのでしょうc ttH女性がゆっく

リー人で食事する姿が印象的でした.

●お問い合わせは0339852638

本 日の料理チキ ンの

グリルを光の中で。

ランチメニュー11100か

ら 1500(日 祝休み)

[メ ーザーライブラリー記念館]

大学正門を人ってす ぐの左手.レ ン

ガ造 りの建物がメーザーライブラリー

記念館です。ここの 2階 が展示館。受

付で住所、氏名、卒業年度を書 き階段

を上がるc(記入は必須ではありません

)重厚でクラッシックな雰囲気の中で

立教の誕生か ら現在まで、映像や寄贈

資料で学院 140年 の歴史が語 られてい

ますこ休館日は日曜・祝 日です.

広研 OB勝 呂先輩の

寄贈資料や東京六大

学野球 ファン必見の

資料あり。平日は 10時
・土曜 日は 11時から

。入館無料。

[池袋図書館 ]

2012年 11月 にオープンcすずかけの

道 TULL'Sコ ーヒーの奥の建物ですc

OBが入館する場合は身分証明を提示

後、簡単な書面に記入で OKです.「皆

さんの寄付で立派な建物が出来ました」
と親切な職員の方の案内で、今回の日

的である広研 OB会 プレー トが付いた

椅 ■を見学に行 きました。置いてある

場所は秘密c見つけてくださいc

プレー トの文字には、

広告研究会OB会
D-378201308
と書かれています。
座り心地は満点.
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大切なお知らせ

2015年の新OBと新役員をご紹介します。
今年は新OB19名 と新役員23名が誕生しました。心優 しい叱咤と激励をお願いします。

※上記写真は2014年 「オータムフェスティバル」にて撮影したものです。撮影できなかった皆さま、今後の広研イベントで撮影させてください。

[新OB一覧]●委員長及び研究局長/松下和弥 (未定)

●運営副委員長/小倉桃子 (株式会社タツノ)●一般会
計/安藤麻里 (公共財団法人 日本英語検定協会)● tll

作局長/保坂勘介 (東洋インキSCホ ールディングス●
出版局長/小暮弘樹 (大 日本印刷株式会社)●Web局長
/伊藤真子 (横浜市役所)●記録/清水 瞭 (日 本生命
保険相互会社)●渉外/水野景太 (日 本放送協会)●研
究副局長/末松謙一郎 (株式会社山善)●店長/五十嵐
敦 (国 際興業株式会社)●営業副店長/渡邊聡一郎 (東

日本旅客鉄道株式会社)●合宿長/宮本忠裕 (損害保険
ジャパン日本興亜株式会社)●催物/前川竜馬 (日 本発
条株式会社)●PR/向井亮平 (日 本発条株式会社)●
営業会計/矢島麻美 (あ いおいニッセイ同和損害保険株
式会社)●合宿会計/高田真帆 (株式会社電通テック)

●プロデューサー/佐藤友彦 (株式会社帝国ホテル)●
ディレクター/内 山綾子 (株式会社三越伊勢丹)● プレ
スエージェント/川崎紗也加 (株式会社」TB首都圏)

● 開催地 :久能カントリー倶楽部
(東 関道 冨里インターから約10分 )

●日 時 :5月 6日 水曜日 0兄 )

8時キャディーマスター室前集合

● プレー費 :21,000円 (予定)

プレイフィー、昼食、パーティー費込

ザ・マスターズなどと大仰なコンペの名称も、いつし

か耳に馴染むようになりましたcそれもその筈、今年で

記念すべ き20回 日を迎えるまでに広研 OB会でも歴史

あるイベントの一つとして定着 しているからだと思いま

す。今年も例年通 り、 5月 連体最後の日、茂木先輩のご

厚意により名門久能カントリー倶楽部で開催されますの

で多数の参加をお待ちしてお ります。参加者には追って

詳しい資料をお送 りしますが、概要を上記の通 りお知ら

せ しますЭ

伝統ある「ザ・マスターズJも その歴史とともにシエ

ア化が進んでお り、是非とも若い OBの皆さんの多数参

加を願っております。

(幹事 :44年 卒 ||1口 隆 48年卒柴円健)

[新役員一覧]●委員長及び研究局長/佐藤 駿 (社会)

東京都市大学付属●運営副委員長/福田 萌 (経済)立
教女学院●一般会計/有馬里咲子 (経済)立教女学院●
制作局長/羽鳥裕二 (経済)多摩●出版局長/長屋 幸
(社会)香蘭女学校●記録/及川 隆 (法)盛岡第一●

渉外兼ミスコンWeb担当/庄野慧子 (経済)立教女学院
●Web局長/月及部紗希 (社会)香蘭女学校●研究副局長
/笹本映実 (社会)甲府東●店長/大熊浩介 (法)越ケ
谷●営業副店長/佐藤俊介 (文学)明治大学付属中野●
合宿長/秋田谷 譲 (文学)安田学園●催物/平田雅俊
(社会)立教新座●PR/根深嵩大 (社会)り ll和  ●営

業会計/森島理香子 (経済)立教女学院●合宿会計/土
田祐甫 (社会)順天●プロデューサー/佐藤公平 (社会)

立教新座●デイレクター/武野桃子 (社会)香蘭女学校
●プレスエージェント/渡辺まどか (社会)香蘭女学校
●運営役員/石川和哉 (経営)竜ヶ崎第一、井原久味 (社

会)洗足学園、自井 俊 (社会)立教池袋、中澤若奈 (経

済)香蘭女学校

●場 所 :立教大学第一食堂

● 日 時 14月 18日 (土 )

午 後 6時キ受何  午後 /時開賄

●会 費 5,000円

今年もOB総会が開催されます.

前年度事業並びに決算報告と承認、

今年度事業言1画案と予算案の承認などのあとは、懇親パ

ーティタイムです。先輩、後輩、現役生、そして同期の

仲間たちと大いに飲んで、食べて語 らいながら楽しい春

の夜のひとときをお過ごしドさい。

皆様お誘い合わせの上、多数のご参加をお待ちしてます.

立教通 り

メーザー

ライブラリー

記念館 (展示館)

(担当幹事 :48年 卒 月ヽ林春代)
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平成27年OB総会

開催のこ案内

広研ゴルフコンペ 第20回記念

「ザ・マスターズ」開催のこ案内


