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大切なお知 らせ

11月 11日 (金 )

‐オータムフェスティバルー

&年度幹事会

※お手数ですが、同封のハガキにて

出欠をお知らせください。



Rikkyo Advertising Club OB&OG Society 2016

EVEN丁&SPOR丁
総会 &ゴルフ

平成28年度OB00G総会を

新会長に黒岩俊隆氏を選
硼
任

平成28年 4月 2311、 立教大学第一学

食にて、OB・ OG41名、現役20名 の参

加を頂き、平成28年度OB・ OG総会が

開催されました。2年 間、OB・ OG会発

展のために尽力さオ■た久高会長に続い

て、新会長として黒岩俊隆氏 (昭和44年

卒)が承認され、平成27年度の事業報告、

決算報告、平成28年度の事業計画(案 )、

同予算 (案 )が決議されました。

今年度も、世代を超えたOB・ OG会員

の親睦を目的に、例年通りの行事(キャ

ンスト訪 問バスツアーゃオータムフェス

ティバルなど)を 継続、さらに平成 30年

の65周年記念パーティーに向けて実行

委員会を立ち上げる予定で魂

懇親会パーティーでは、懐かしいメン

バーや現役学生との交流で盛 り上がり、

また、恒例 になりつつある各年度 ごとの

壇上スピーチは、初参加の方 にも好評で

した。

最後は、輪 になって校歌の大合唱、広

研 らしい団結力で幕を開じました。

Interview●新会長インタビュー

黒岩俊隆氏に聞く

●プロフィール
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OB会の黎壻期から参加し、副会長を歴任.前年度

は年度卓,事長を務める。

一最近のOBoOG会について

組織体制が年々しつかり確立されて、イ

ベントなども進化してきていると思いま魂

―会長として力を入れてたいことは?

「広研 100年Jに 向けて、OB・ OG、 そし

て現役との交流を更に深めていきたいで

すね。時代や世代は違えど、同じ“広研"

で活動してきた者同十、懐かしい人も初

めて知り合う人もいて、“人のつながり"を

感じられる会にしたいで現

―現役の学生との関わりについて

学生の元気な姿が私たちの励みです

し、OB・ OGと しては、学生を見守って頑

張ってほしいと願いま茂

―最後に ^言お願いしま魂

若いOB・ C)Gも 増えてきているので、

今後に期待したいですね。

「広研マスターズ」来年は名称変更を検討 !?

奮って御参加ください !

「広研マスターズ」は、OB・ OG会主催の和気あいあい

楽しいゴルフコンペ。名手 (=マ スターズ)才吉1い ?も、今年

で第22回、マスターズ陸上のマスターズの方を連想させ

る(笑 )よ うな月日が流れました。今回の女子 1名、平成卒

1名 の参加を、次回は倍増 !させるべく鋭意企画中でt
来年の開催 予定は5月 7日 (日 )名 門 l久能カントリー倶

楽部にて。奮って御参加をお待ちしてます !

(ロイイ和51年卒 冨里良一)

●第22回広研マスターズDATA
2016年 5月 5日  久能cc

優勝 :久高健寿 (昭和49年卒)→次口幹事

準優勝 :山 口 隆 (昭和44年 卒)

ベスグロ:山 口 隆 (昭和44年卒)

ブービー:冨里良 ‐
(昭和51年卒)→次回幹事トホホ…
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丁RAVEL
キャンプストア訪問ツアー

ツアー参加者の最年長、越森さんによる渾身の訪問記です !

『想い出の館山桟橋』 (昭和37年卒 越森誉夫)

私は今回の館山キャンプストアー訪間バスツアー参加を思い   この思い出は、今も鮮明に、つい先日見た出来事のごとく私

立った時より、是非現地で足を運んでみたい場所がありました。  の胸に焼き付いているので魂

それは、キャンプストアー前の砂浜から北条海岸の沖合に真

直く
゛
伸びた木組の館山桟橋で■ 更に今回のバスツアーに参加したお蔭で、私はこの館山桟橋

かつて、この桟橋は学生時代、一度として大型胎が横付けさ を舞台にした新しい発見と感動がまた ‐つ増えたのでt
れたのを見たこともなく、地元釣り好きが釣糸を垂れる場所か、   それはツアー行程最後の午後八時、私たちは再びキャンプ

避暑家族が夕方、夕涼みを兼ねて夕焼け景色を見に集まる溜  ストアーに立ち寄りました。その時、停車したバスの車窓から館

り場く
゛
らいにしか理解していませんでした。 山桟橋に視線を向けたところ、偶然か、天の配剤か、桟橋が真

隣の東海汽胎が接岸する華やかな北条桟橋と比べ、何とも  っ直く
゛
伸びた対角延長線上の西空に1木星 (ジュピター)Jが大

地味で静かに横たわるなんの変哲もない桟橋と思っていたの  きく光り輝いているではありませんか !

ですが、ある出来事を契機に、私にとってこの桟橋こそ青春の  その情景を見た時、私は神の啓示に触れたようにも思え、

最も思い出深き場所となったので■ 又過ぎ去りしあの甘酸っばい青春の日 ま々でこの桟橋が繋がっ

学生上級生であったとき、 時、男子宿舎が満杯となり、私  た架け橋のようにも思えたので魂

がキャンプストアー内に寝泊まりしていたときのことで魂 そして、懐かしい仲間たち、心密かに思いを寄せていた女性、

星のされいなある深夜、私はひとり寝床を抜け出し、l_t橋  わざわざ慰間を兼ねて東京から館山まで訪ねてくれたガールフ

の突端まで行きました。 レンドの顔が次々に浮かび来て、彼等、彼女等は「今如何にJと

そこで国にした光景は、海はいつになくベタ凪で、別名「鏡ケ  ′さを馳せた途端、熱き′さも大分傷みきている私ですが、日頭が

浦」と称されている海面には天空に輝く星と同じ数の星が見事  熱くなるのを覚えたのでt
に映っており、又、足元の海中には明るく発する生物群 (ク ラゲ

と思われる)が気持ち良さそうに浮遊し、そこにはまさに“真夏

の夜の夢"の舞台が展開されていたので■

それを見た私は感動し、万感胸に迫るものがあり、若き熱

き潤を流したので■

今回のバスツアーを実現してくれた黒岩会長、幹事の皆様、

ありがとうございました。来年も必ず参加させていただきま丸

ヨロシク。

キャンプストア訪問ツアー こぼれ話

あいかわらずサロンバスでの

盛リトがり

建て替えから4年 日を迎えた店前 現役女子が艶やかな揃いの浴衣 みんなで輪踊りに参加「館山小唄

で記念写真           姿で             (音 頭)J

通算 9回 目を迎える恒例のバスツアー。館山で一番早く開催  時過ぎに盆踊り会場へ。金丸館山市長や、地元の役員さんた

される夏祭り、上野原地区での盆踊りに参加するのは3回 目と ちからの大歓迎を受けた一行は、屋台や踊りでそれぞれの楽

なりま現 7月 30日 (土)東京駅をゆっくりの午後 1時半に出発し  しいふるさと時間を過ごし、「来年また待ってるよ!Jの声に送ら

たバスは、3時過ぎにはキャンプストアに到着。CS店内や隣の  れ、午後 8時会場をあとにしました。

和田休憩所さんで懐かしの北条海岸を堪能しました。その後6                 (昭 和49年卒 杉本誠三)

参加者 リスト

●越森誉夫(S37卒 )●阿部 慎二郎 (S41卒)●小関 武 (S41卒)●斎藤友護 (S41卒)●上沢邦夫(S43卒 )●笠倉義史(S43卒 )

●佐藤弘美 (S43卒)●岸 泰三(S43卒 )●渡辺久雄 (S44卒)●堀江昌宏 (S44卒)●黒岩俊隆 (S44卒)●塚瀬みちよ(S44卒 )

●藤原秀三(S46卒)●福島邦夫 (S46卒)●小林妙子 (S46卒)●箕輪正則(S47卒)●小林春代 (S48卒)●杉本誠三(S49卒 )

●高橋暁児(S49卒)●岸 秀雄 (S49卒 )●石橋幸治 (S49卒)●中山諭 (S49卒 )●山内信明(S50卒 )●冨里良一(S51卒 )

●相馬邦夫(S52卒 )●大野誠一郎 (H6卒)●小川誠一(H7卒 )
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INFORMA丁 |ON
大切 なお知らせ

今年もやります !ぜひお越しください

11月 11日 (金)オー タ ム フ ェ ス テ ィバ ル 降 度幹事会」同時開催

キャンストの集合写真をお寄せください

立教大学広告研究会のOB・ OGと 現役学生の交流を図る、

「立教広研オータム・フェスティバル2016Jを、今年も2016年

11月 11日 (金 )18時 から、立教大学第一学食で開催しま丸

OB・ OGの皆さん!懐かしの立教大学池袋キャンパスに集まりま

しよう。同期、先輩・後輩をお誘い合わせのうえのご参加をお待

ちしておりま茂 (お子様などを連れての参加も大歓迎です)

なお、会の中で、年代ごとのOB・ OG紹介を予定しておりまt
その時に、スクリーンに当時のキャンストでの集合写真を映した

いと思っていま魂 参加される方も、参加が難しい方も、懐かし

の写真をお持ちの方は、ご協力をお願いしま丸

ご提出方法は、立教大学広告研究会OB。 OG会事務局宛

(adnlinistrator@rikkyo ad objp)に データでお送りください。

(写真でお持ちの方は、お手数ですが、当日お持ちください)

オータムフェスティバルの詳細につきましては、改めて、ご案

内をさせていただきますので、よろしくお願いしま丸

(平成6年卒 大野誠一郎)

2016年度の新しい役員をご紹介します。キャンパス便り
委員長

■石山 京 (社会学部)

委員長の石山で丸 本年度で広告研究会も63年 目をむか

えることが出来ました。OB、 OC会の皆様、今後とも現役

の活動に対して、ご支援ご鞭撻の程宜しくお願 tヽ 致 します

店長

■安田 航大 (社会学部 )

毎年のご支援誠に御礼申し上げま丸 来年度もキャンプス

トアヘのご来店心からお待ちしております

蟄

闊

運営副委員長

■清岡 由梨 (文学部 )

運営副委員長の清岡です。今年度の活動も約半分を終了

しましたが、OBOGの皆様 と協力してより良い広告研究会

を作り上げていきたいと思います

ブロデューサー

■齋藤 亮祐 (法学部)

ブロデューサーの斉藤です1今年度のミスミスター立教コ

ンテストは10/30に 行われますので是非いらしてくださしヽ。

お待ちしておりま丸

3年ぶりの役員会 (有志)夏旅行を実施

毎月 ^回 の役員会も8月

は休会。ということで、217

年ぶりに姿を現した日光東

照宮陽明門の蒔絵 を見 に

いこう!そ して鬼怒川温泉に

泊って大いに飲んで歌って

の夏旅行に役員会と有志が参加。S41小 関武、S43岸泰三、

S44黒岩俊隆、塚瀬みちよ、茂木康二郎、S46藤 原秀三、

S47箕輪正則、S49石橋幸治、岸秀雄、S52相馬邦夫と旅行

● 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 :rikkyo ad ob● パス ワー ド:kokenoo7

大切なお知らせです

今年度の会計担当の峰岡です

年会費は、OB OG会 の運営を決め、会報の印刷費 発送費、現役への

補助、イベント、キャンスト基金などに回されます 現在、350名 の方々に

ご協力をいただいております まだ 500名 以上の方々がOB OG会 には

いらっしゃいますので、何卒ご協力の程よろしくお願 いいたします

幹事 :冨里の11名 参加。 (昭和 51年卒 冨里良一 )

●場所 :立教大学第一食堂 ●日時 :11月 11日 (金)18時～ ●会費 :5,000円
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