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〓写真左から冨里事務局長、久高会長、岸副会長

の広研OB・ Oli会 三役。(総会直前に撮影 )
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毎年2回お届けしまt

哄
会の名称変更に合わせて広研旗を新調しました。

相馬副事務局長 (写真)の労作で魂
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第20回記念大会で優勝の黒岩さん(昭和44年卒)。

流石です おめでとうございま魂

鍼  :
夏といえば恒例のキャンプストア訪問バスツアー。

今年も「■野原地区夏祭り」に参加しました。
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EVEN丁&SPOR丁
総会 &ゴルフ

総会は誰でも参加できる春の催し。

出席すれば、会の活動身近に。
満開の桜が若葉に変わりはじめた、4

月18日 (土 )。 立教大学第一学食におい

て、恒例の広告研究会OB総会&親睦パ

ーティが開催されました。当日は野球部

の春のリーグ戦開幕試合があり、法政大

学に8対 1で大勝。幸先の良い勝利に会

場へ集まった方々の表情にも自然と笑顔

が溢れていました。午後7時。ウィットに

富んだ岸副会長の開会の辞から昨年度

の事業報告及び決算報告、監査報告を

それぞれ冨里事務局長、峰岡会計代理、

生稲監査役より説明。引き続き本年平

成27年度の事業計画案、そして同予算

案、後述する2つの会則変更事項が決議

されました。

久高会長からは「会の目的は会員相互

の親睦と融和。そして現役広研の発展に

寄与、協力すること。昨年はミスコンが

30回 目を迎え、現役共催で『30回記念

オータムフェスティバル』を開催。本年は、

久々に『年度幹事会』を催し意見交換とO
B会を身近に感じてもらえる場を設けた

い」との話がありました。決議された会則

変更は、1つ は第12条変更追認 (H21年

総会は会員であれば誰でも参加でき

る広研OB・ OG会のイベントで丸 まだ

出席されていない方は、ぜひ一度ご参加

ください。お待ちしていま現

なお総会の詳細 (予算・決算など)は広

“

FOB・ OC会ホー′、ベージでご覧になれ

まt最 終面を参照ください。

度役員会で決議された「75才 以上の会

員の会費徴収は行わない」文章の削除)

ともう1つ は、第1条 の会の名称を「立教

大学広告研究会OB。 OG会」に変更する

ことが承認されました。名称切り替え作

業は、印刷物等在庫があるものは無くな

り次第、暫時新しいものに差し替えてい

きます。これ まで以上 に女性パ ワーを

OB。 OG会発展 のためにお願 いします。

総会終 了の午後 7時半過ぎか ら、そのま

ま親睦パーティヘ。OB。 OGが 25名、現

役は3年 18名 。2年 6名 が参加。アルコー

ル飲 み放題で世代 を越 え t輩 後輩の

垣根なく心行くまで親交を深めました。

第20回 ゴルフコンペ「ザ・マスタ‐ズ」記念大会。

優勝は先輩に譲り、しっかリベスグロ !

1  久高会長の代を中心としたプライベートコンペがザ・

| マスターズの前身、よく20回 記念大会まで続きました

ね。やはり、スマートなプレイヤーと挑みがいのあるコ

ース(久能カントリー倶楽部)に恵まれたからでしょう。

今後も、ゴルフだけでなく、会員皆の楽しみに広げら

れる“遊び"を取り入れるOB・ OG会であってください。

(昭和51年卒 松川哲夫 )

●第20回ザ・マスターズDATA
優勝 :黒岩俊隆 (昭和44年卒)

準優勝 :茂木康二郎(昭和44年卒)

ベスグロ:松川哲夫 (昭和51年卒)

ブービー:峰 岡恒之(昭和50年卒)
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丁RAVEL
キャンプストア訪問ツアー

夏の館山は、もうひとつの故郷。

潮風の街並みに人情ただよう。
夏 といえば盆踊 り。館 山のやぐらと提

灯の下で「館山小唄 (広研では音頭)Jを踊

るのも、今年で 2回 目。現役女子学生の

揃いのゆかた姿 もすっか り馴染みになり

ました。 7月 25日 (土 )、 8回 目を迎えた

恒例のバスツアー東京駅出発はゆつたり

の午後 1日寺30分。途中、道の駅でおみや

げタイムを入れても、3時半にはキャンス

トに到着で魂 2時間たつぶり店内や桟

橋でくつろいだ後、6時から市内最大会

場の「上野原地区夏祭り」に参加。金丸市

長や自治会長の挨拶では、「立教」や「広

告研究会」のフレーズが出まくり、大歓迎

のおもてなし。輪踊 りに加わつたメンバ

●「今日も元気。和田休憩所」

開業は広研のキャンプストアとほぼ同じ

時期。「当時はスコップ貸してくださいと

か。小さなシャベルありますかなんでJよ く

立教の学生さんが父のところに来ていま

_した。と話上てくださったのは写真右から

2番 目の内藤智恵子さん73歳。(旧 姓和田)

「子供の頃は、よく学生さんたちに遊ん

でもらいました。内緒でヨットに乗せても

らったりね二ご長女なので嫁がれたあとも

店を引き継ぎ、今年は7月 18日 から8月 20

日まで元気に営業とのことでした。

帰 り際キャンスト前で撮影 した大先輩

たちの集合写真を見せていただきました。

長～いお付き合いの歴史を感じさせるモ

ノクロの時代物でした。

●「突撃キャンスト合宿所」

海辺の民宿といった風情の広研の合宿

所。白い木造モルタル造の2階建で、うっ

かりすると通り過ぎてしまいそうな建物で

魂 洗濯機が置かれたコンクリート床の玄

関右手には食堂と台所。靴のまま入れる

のは海の家風かな。そして階段わきには

和室。最近は合宿所として貸してくれる家

がなく、ここもキャンストから海岸通りを道

なりに歩いて30分程の厳しい条件下にあ

りました。取材中にトイレを借用したので

すが、(他の部屋はともかく)清潔に掃除さ

れていたのには感動しました。

小さめの窓か ら降 り注く
｀
光。手前が食堂で奥が台所。

ふぞろいのイスが個性的に並ぶダイニングキッテス

―は、小唄はもちろん、白浜音頭、東京

スカイツリー音頭 (なぜ ?(笑 ))、 きよしの

ズンドコ節、など楽 しんでいると、あっと

いう間 に帰 りの時間 になっていました。

「また来年ぜつたい来てね !Jの 声援 のも

と、20時 に出発したバスは渋滞知らずで

22時前には東京駅解散。すっかり夏の故

郷を堪能した参加メンバニでした。

(昭和49卒 杉本誠三)

62年 目となる今年のキャンストの大き

な方針としては、老若男女問わずにキャ

ンストを知ってもらい、来てもらう事で魂

具体的には、フリペで立教生への広報活

動をしたり、里見八犬伝を大河ドラマに

する会とコラボしたスペースを店内で設

月。店長の大熊さんに今年の抱負を聞く。

けさせていただいておりま丸 また、地

元との繋がりを大切にする試みとして、

館山でしか買えない、味わえない商品の

委託販売も始めました。皆様のご来店を

心よりお待ちしておりま魂

(店長さんの頑張りきっと実るぞ !)
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INFORMA丁 10N
大切 なお知 らせ

昨年行われたオータムフェスティバルでは、平成OB・ OG過去  えていま魂 選ばれた幹事の皆様ふるってご参加ください。そし

最高の参加を記録。世代を越えた交流が懐かしい第一食堂で  て幹事会の後は懇親会で現 美味しい思い出話を肴に至福の

繰り広げられました。今年はさらに年度間の絆をより強固なも 時をどうぞ。今回は日曜日開催ということで開始時間を早めてい

のにするため暫く中断していた「年度幹事会」を復活しま魂 各年  ま魂 ご家族そろつて同期の方と皆さまお誘い合わせのうえご出

度の代表者の方々にお集まりいただき、実りある意見交換を考  席ください、お待ちしておりま魂

●下記は「年度幹事」の方 で々曳 当日は豪華景品が当たる抽選会など催物が多数用意されていまtぜ ひご出席ください。

「年度幹事」一覧 ●昭31年卒:勝呂哲郎 ●昭32年卒:室谷 至 ●昭33年  昭59年卒:武田智哉 ●昭60年卒:林 孝浩 ●昭61年卒:栗田丞 ●昭62

卒:土屋雅男 ●昭34年卒:山本正夫 ●昭35年卒:大 内道雄 ●昭36年  年卒:真久英明 ●昭63年卒:四竃 俊 ●平1年卒:山 田祐司 ●平2年卒 :

卒:日 高登志子 ●昭37年卒:越森誉夫 ●昭38年卒:伊藤武司 ●昭39年  高塚雄大 ●平3年卒:芝原聡―郎 ●平5年卒:二見整男 ●平6年卒:大

卒:木郭良敏 ●昭40年卒:生原正大 ●昭41年卒:4ヽ 関武 ●昭42年卒:  野誠―郎 ●平7年卒:高 山尚三 ●平8年卒:佐 木々 亮 ●平9年卒:長井

小川勝久・戸谷治正 ●昭43年卒:上沢邦夫・細田 豊 ●昭44年卒:黒岩  洋輔 ●平10年卒:平 田純― ●平11年卒:池 田邦彦 ●平12年卒:大沢

俊隆 ●昭45年卒:及川 哲 ●昭46年卒:大場真樹 ●昭47年卒:箕輪正  剛 ●平13年卒:新井崇裕 ●平14年卒:有賀俊― ●平15年卒:平林智

則 ●昭48年卒:小林春代・松田光雄 ●昭49年卒:久高健寿 ●昭50年  子・神田裕美 ●平16年卒:田 中浄 ●平17年卒:足立悠 ●平18年卒:大

卒:高倉忠志・山内信明 ●昭51年卒:冨里良― ●昭52年卒:高橋明裕  輪祐司 ●平19年卒:桜井梨音 ●平20年卒:塩尻昌広 ●平21年卒:大朝

●昭53年卒:麿 山弘太朗 ●昭54年卒:吉野 誠 ●昭55年卒:片 田成―  健太 ●平22年卒:奥谷剛久 ●平23年卒:鵜澤宏明 ●平24年卒:三輪

●昭56年卒:大澤 智 ●昭57年卒 :′jヽ 出隆造 ●昭58年卒:永井―夫 ●  陸●平25年卒 :り |1嶋悌吾 ●平26年卒:鈴木 星●平27年卒:五十嵐敦

委員長兼研究局長

■佐藤 駿

社会学部

運営副委員長

■福田 萌

経済学部

店長

■大熊浩介

法学部

プロデューサー

■佐藤公平

社会学部

●委員長の佐藤 駿さんに今年の方針を語ってもらいました。

今年のスローガンは「挑戦」。学生らしく自分たちがやりたい  展するよう努力しま魂 今年は周年行事などのビッグイベント

と思ったことには積極的にチャレンジしま現 長い歴史を持つ  がありません。その分、研究局、キャンプストス ミスコンの活

広研の伝統は重く、多くのことが受け継がれいて、大切にしな  動に注力出来ま魂 研究局、キャンスト、ミスコンそれぞれで今

ければなりません。しかし、中には時代にそぐわないこともあ  までとは違つた新しいことに取り組みま魂 今年は例年と違う

りま魂 変えるべきものは変えるという意識を持ち、広研が発  と感じていただけるように、会員一同挑戦していきま魂

ホームページで最新情報を!

● HPア ドレス :www rikkyo― ad― ob.jp

メンバー専用ページを見るためには

●ユーザー名 :百 kkyo― ad―ob● パス ワー ド:kokeno07

2015年度の新しい役員をご紹介します。キャンパス便り
広研がさらに発展するように、

何事にも真摯に取り組みま丸

伝統ある大所帯の広研をまとめら

れるように精一杯頑張りま魂

62回 のCSが 関わる人全てにとって

良いものとなるように頑張りま丸

よりよいミスコンの実現に向けて、

精一杯頑張りま丸


