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EVEN丁
オータムフェスティバル報告①

先輩がいる、友がいる、あの人がいる。

秋晴れの学食で再会の輪広がる。

早朝からの雨が嘘のように、11月 15日 (日 )の平成27年度「オ

ータムフェスティバルJ。 開始時間の12時 には気持ちの良い青空

が広がり、気温もこの季節には珍しい20度 まで上がりました。こ

れまで夜の開催で参加を見送っていたOB・ OGの声を反映して昼

間のスタートとしたのですが、来場の皆様の評判も上々で、関係

者一同ひと安 ,こでした。今回は「つなげる」が開催テーマで、広研

OB・ OGそれぞれの年代、さらに現役へ。歴史とふれあいの輪を

つなげていこうというもので、その具体的な試みとして、これまで

中断していた「年度幹事会Jを復活させました。会場は立教大学第

一学食。同時開催の「年度幹事会」に始まり、映像による現役活

動報告、OB・ OGインタビュー、豪華景品争奪じゃんじ石ン大会など、

企画盛りだくさこ 、あっというまの2日寺間が過ぎていきました。当

日参加は、OB・ OGが 33名、現役が60名、合計93名。この場を

お借りして出席いただいた皆様に御礼申し上げま魂
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司会・進行は大野 さん (｀「 成 6年卒 )

が2年連続で 大役を担当しました。

PM12120

引き続き久高会長から会の日的として“会員相互の親睦と融和"

“現役広研の発展寄与 'の 話がありました。

乾杯の音頭は佐藤名誉会長。第一学食に「乾杯」の声響く。

PM13:25

新OB・ OGに会長より記念品として

クオカードが進望されました。

久々に開催された「年度幹事会」では満場一致で小関さん (日召和41年卒)

を年度幹事会の幹事長に選出。当面は名簿未整備26名 の整備が目標。

告様ご協力お願いいたします

懇親会 開会の挨拶は岸副会長 (昭

和49年卒)の 軽妙なスピーチで。

豪華景品争奪じゃんけん大会では、みんな負けず嫌い。

宿泊券、ディズニーリゾート券、築地直送ひもの、みかん、日本酒セット

を先輩後輩の遠慮なく下克上の奪い合い。

歓談中BGMと して現役が選出した第61回 キヤンスト開店曲が流オl、 合

宿、ミスコンなど現役の活動を画像で紹1介。平成19年卒の魚津さやか

さんはじめ、インタビュー形式でOB・ OGの思い出話も技露。
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最後は恒例。校歌、応援歌、

エール、閉会挨拶で秋の宴は幕。

またお会いしましょう。
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VOICE
オータムフェスティバル報告②

会場にいらした方から出席の感想

熱いメッセージいただきました。

お母様とご主人様
を見送られて

「はじめての活動がこのオー

タムフェスティバルの参加な

んですよ。これまでは主人の

転勤が多くて、会報 もよく見

たことなかったのJ日召和 36年

卒・日高さ志子さん初参加 !

年度幹事として

参加しました

「年 l Ln」 のベースで上4年、下4

年で会を作り集まっていますJ

昭和60年 卒・林孝浩 さん (写

真右)と 後輩の真久英明さん

昭和62年卒。懐かしそうに校

内散策をしていました。

後輩達と話すのが

楽しみで毎回参加

「僕らの代は当時窓口だった

久高会長に大変お世話になり

ましたJと平成 14年卒の有賀

俊一さん(写真右)年度幹事と

して今回参加いただきました。

隣は現役生の方々。

はじめての参加
いかカシでしたか

「これまで同期の12名 で年に

一回同期会をやっていました_

と越森誉夫さん(昭和37年卒 )

オータムフェスティバル出席|ま

今 日|が はじめて。これからも

よろしくお願いしまt

これまで夜だった

ので難 しかった

~1量

職後 |ま 地元ボーイスカウ

ト、町会、学校の代表や世話

役でなかなか来れなかったけ

ど、昼なんで来れたJと 昭和

48年 卒の梅津邦夫さん。小

林妙子さん (昭和46年卒)と。

広研でやりたいこと

まだ決まってません

「オータムフェスティバルみた

いな催し他のクラブでやらな

いので良いと思います_と 1年

生の瀧澤乃慧さん。(写 真右

から2番 日)日 程がわかれば今

後も参加したいとのこと。

催物には1年生の

時から出席です

「現役を卒業しても上下の人達

に会えるので。でも社会人に

なると難しいかもJ4年生高橋

香帆さん(写真下段右)時間が

出来たら同期のお友達と一緒

にどうぞ。

現役よりOBの参加

少ないのは残念

「女性は結llF、 育児など時間

の制約ありますが、これから

は女性パワーで頑張 りますJ

昭和 57年卒・治下千晴さん。

新委員長石山さん (右 )、 旧委

員長佐藤さん(左)と一緒に。

キャンストの新しい

副店長さんです

「沢山のOBが来てることが凄

いですネ。憧れま魂 自分が

OBに なった時、参加できるよ

うにしたいですJ2年 生の箕浦

拓也さん。(写真下段)先輩た

ちに囲まれて。

●学食探訪「不滅の人気メニュー」

「良く出るのは、かつ丼。何といつても長

嶋監督が学生時代食べていたんですからJ

と教えてくれたのは、第一学食のお姉さん。

忙しい時でもOBに はとても優しく応対し

てくれま魂 食券の購入は建物の右端に

ある自販機コーナー。食事 と交換は食堂

裏手の配膳コーナーで行いま魂 いちばん

人気のかつ丼は味噌汁付で370円。親子

丼、中華丼も同じ値段で魂 カレーライス

270円 、たぬきうどん。そば各270円。イタ

リアンリゾット420円 。 14時半から17時

半は本日のサービスタイムでカレーライス

が200円 、カツカレー300円 の特価でいた

だけます

メニュー|=変 わ■て モ〕室内は昔のま /し ま第 二食堂 .

そして法学部の学生にDI染み深いのが

5号館地下の第二学食「アイビーJで 丸 売

オl筋はアイビーランチ400円 。この日は九

州産黒豚 メンチカツ味噌汁付でした。営

業日寺間は平 日10日寺から18日寺。 十曜日は

10時 から13時 半。(第 学́食と営業時間

が若十異なります)ラ ンチタイムを外せば空

いていまtポ ケットに小銭しかなかった

頃を思い出していかがですか。

またウィリアムズホール2階 のカフェテリ

ア山小屋には、かつて部室などとして使用

されていた懐かしい“山小屋"の写真が展

示されていますL興味のある方は覗いて

みてはいかがでしょうか。

ランチタイムはフル回転.3台の食券 自動販売機。

第二食堂の人気ナンバーワン「アイビーランチJ
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INFORMA丁 10N
大切 なお知らせ

●場所 :立教大学第一学食

●日時:4月 23日 (土)18時開始

●会費:5,000円 (予定)

●開催地 :久能カントリー倶楽部

●日時 :5月 5日 本曜日(祝 )

●プレー費 :21,000円 (予定)

「恒例春の総会、仲間との交流で楽しい

ひと時を!是非ご参加ください」

幹事 :48年卒 ノ
Jヽ林春代

「大会参加者が還暦過ぎ。頭にシニア

を付ける現状ですも若い世代の参加を

待っています」

幹事 :50年卒 峰岡恒之

●集合場所:東京駅丸ビル前

●日時:7月 23日 (土 )

●会費:5,000円 (予定)

「た・た・たてやま♪またおいで

またおいで バスならたったの70分」

幹事 :49年卒杉本誠三

●同封のハガキに「自動引き落とし用紙希望Jと口をすれば用

紙をお送りいたしま丸 まだの方はご協力お願いいたしま現

ご不明な点はOB・ OG会事務局までお問い合わせください。

広研OB・ OG会各種イベントの最新情報は
●ホームページアドレス:

www口 rikkyo… ad‐ ob口jp

2016年の新OB・ OGと新役員をご紹介します。
今年は新OB,OG17名 と新役員12名が誕生しました。諸先輩の皆様応援よろしくお願いします。

[新OB・ OG一 覧]●委員長兼合宿長/高木雄人(株式会社三菱東京∪F」

銀行)●運営副委員長兼研究局長/普川真由子 (東京地下鉄株式会社)

●一般会計/湯浅 彩 (東京海上日動火災保険株式会社)●制作局長/

古橋麻里奈 (株式会社読売広告社)●出版局長/藤村汐里(株式会社日

本金融政策公庫)●WEB局 長/宮 崎理絵 (株式会社ウテナ)●記録/深

山咲紀 (株式会社みずほフィナンシャルグループ)●研究副局長/浅香

美加子 (日 鉄住金物産株式会社)●研究副局長/栗林佑丞 (株式会社

AOPro)●店長/遠矢 凌 (株式会社富士通エフサス)●催物/戸張佑

麻 (株式会社朝日広告社)●PR/鎌倉美怜 (西 日本電信電話株式会社)

●営業会計/佐藤加菜 (株式会社横浜銀行)●合宿会計/丸茂美那子(日

本光電工業株式会社)●渉外兼プロデューサー/具嶋友紀 (アクセンチ

ュア株式会社)●ディレクター/池 田佳穂 (株式会社」ALカ ード)●プレ

スエージェント/高橋香帆(三井住友銀行株式会社)

※上記写真は2015年「オータムフェスティバル」にて撮影したもので丸

[新役員一覧]●委員長兼ディレクター/石山 京(社会)立教池袋●副委

員長兼WEB局 長兼研究局長/清岡由梨 (文)立川●記録兼研究副局長/

小原良太 (社会)飯 田●店長/安 田航大 (社会)金沢総合●営業目1店長/

箕浦拓也 (経済)座間●一般会計兼合宿長/松沢花梨 (現代心理)横浜

平沼●PR/三 田遥菜 (観光)北園●営業会計/宮 本笑梨 (観光)北園●合

宿会計/小林峻志 (社会)生田●渉外兼催物兼プロデューサー/斎藤亮

祐 (法)保谷●出版局長兼プレスエージェント/青柳美優 (現代心理)松

本深志●制作局長兼クリエイター/ネ申田ういな(現代心理)東洋英和


