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P4●INFORMATION

各イベン トのご案内

新OB・ OG紹介

ミニ○同期会 レポート

平成29年OBOOG総会

開催のご案内

●場所 :立教大学第一学食

●日時 :4月 22日 (土)18時開始

●会費 :5,000円 (予定)

※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。
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EVEN丁
オータムフェスティバル報告

第7回オータムフェスティバル開催
2016年 11月 11日 (金)於:立教大学第一学食

以前は、夏にOB・ OG会主催の「サマーフェスティノウレJが行

われていましたが、現役学生の館山キャンプストアと時期が重

なっていたため、参加者はOB・ OG及び 一部の現役4年生に限

られていました。このサマーフェスティバルのあり方の議論を重

ねているうちに、現役学生との交流の場をもっと増やしていこ

うという意見が出てきたこともあり、OB・ OGの 集う場としては

もちろんのこと、現役学生との交流の場である「オータムフェス

ティバルJへと開催時期も秋に移して、発展してきました。

そのオータムフェスティバルも7回 目を数え、現役学生の間で

も定例行事となり、フェスティバルのタイムスケジュールの つ

として、現役学生の活動発表なども取り入れられるようになり

ました。

今年は、OB。 OG41名、現役学生46名 が参加。とても元気

な現役学生と、若さと人数で負けてもパワーでは現役を凌駕し

ていたOB・ OGに より、今回も、たいへん賑やかな会となりまし

た。特に、宿泊券やディズニーランドチケットなどの商品が提供

された「じゃんけん大会Jで は、年齢に関係なく(笑)真剣な勝負

が繰り広げられました。

また、年次毎に壇上に上がり、代表者がご挨拶、中には年齢

を詐称しているのではといった感じの皆さまも!1ま さに「立教大

学広告研究会OB・ OG会 ここにありJと存在感を打ち出していま

した。

さらに、その場で募集した2次会もOB・ OGと 現役学生で40

名超の参加となり、居酒屋の一番大きな個室を占領。話し上

手?の OB・ OGと 聞き上手?の現役学生という、お店の店員さん

から見るとなんの集まりだろうというメンバーで遅くまで盛り上

がりました。

最近、「同期では結構集まっているので、OB・ OG会行事に

は、あえて参加しなくてもいいかなぁ」という声を聞きま立 し

かし、たまには立教大学広告研究会というアイデンティティに触

れてみませんか。きっと新たな刺激になると思います !

(平成6年卒 大野)

e年次毎のご挨拶を楽しみにされる参加者も増えています ●真剣な勝負が繰り広げられる「じゃんけん大会J

●飲んで食べて、楽しいひとときが流れました

醸畿m. ■‐



Rikkyo Advertising Club OB&OG Society 2017

丁RAVEL
館山ホームカミングデー開催のご案内

「館山ホームカミングデー」に参加しよう!

毎年恒例の「館山キャンプストア訪問バスツアー」は、2017年夏、「館山ホームカミングデー」にリニューアルします。

平成20年 の夏に始まったキャンスト訪間バスツアーは、今年で通算10回 を数えま魂 館山道の全面開通に伴い企画されたこの

バスッアー、当初は館山エリアの観光名所を巡りつつキャンプストアを訪間するものでした。しかし、平成25年 の広告研究会設立60

周年事業で「館山小唄_が復曲されたことが、バスツアーの大きな転機となりました。 (平成7年卒 小り|1誠 ‐
)

●館山小唄をご存知ですか?

―「館山小唄復曲事業Jの意義―

夏はヨットの 花咲く渚 キタショ

冬は菜の花 南風

波も人情も 麗らかに

た  ゝ 館山 又おいで 又おいで

広研設立60周年パーティー立案の際、「各1崎代のOBOGが共

有できる何力、として館山音頭の披露という案が挙がりました。

その後の地道な調査の結果、広研で歌い継がれているあの曲

は館山青頭ではなく、「館山小唄Jと いう曲名だったことが判明。

ここから「正調・館山小唄Jの復曲プロジェクトが始まりま丸 ま

ずは地元の民謡愛好会「花友会Jにご支援いただき、「館山小唄J

の譜面おこしや演奏の復刻に見事成功しました。そして地元の

花柳流の先生のご協力により、「館山小唄Jの 舞踊りが完成した

のでt
◆「館山小唄復曲事業」の詳しい経緯は広告研究会ホームベー

ジ内の特集ページに掲載していま魂 「正調・館山小唄Jの 楽曲

や舞踊りの視聴ができますので是非ともご覧ください。

(“館山小唄 歌詞"で検索)

平成25年 10月 の広研設立60周 年パーティーでは、館山「花

友会」の皆様が館山小唄の華麗な舞をご披露くださいました。

そして、その翌年の夏から館山小唄が地域の盆踊りの曲として

使用され始め、広研OBttGのみならず 現役学生たちも特製の

浴衣を身にまとい最寄りの盆踊りに参加していま魂

●「館山ホームカミングデー」を盛り上げよう!

―広研OBOG会 。現役学生。地元 (館 山)との確かなつながリー

参加方法は以下の通りで現 詳しくはOBOG会ホームペース

FACEBOOK公式ページをご確認ください。2017年夏、同期の

仲間やご家族、ご友人とともに館山の地で盛り上がりましょう|

日時:7月 29日 (土)予定

◆ツアーバス(予約制):

・午後1時頃に東京駅前を出発、午後3時過ぎには館山に到着。
。キャンプストア店内やお隣の和田休憩所を訪間、軽食。

・午後6時過ぎに盆踊り会場に到着、地域の方 や々現役学生と

ともに夏祭りを堪能。

・午後8時 には会場を出発、午後10時頃に東京駅前にて解散。

◆電車。高速バス。自家用車 (各 自、現地集合):

・盆踊り会場には駐車場がございますので、自家用車でお越

しの方もご安心ください。

・当日館山に宿泊すれば、最後まで夏祭りを楽しめまt

地域の盆踊りで 貞官山′」、唄_を 踊ります 金丸「 長と現役学■1(2015)

東京駅を出発して一路館 へ キャンスト前からバスで会場へ

キャンプストア前の夕焼け 「恋人の聖地Jに 認定された北条海岸
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INFORMA丁 10N
大切 なお知らせ

●日時:4月 22日 (土)18時開始

●場所:立教大学第一学食

●会費:5,000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」

0日 時 :7月 29日 (土)(予定)

●ツアーバス集合場所 :東京駅丸ビル前

●ツアーバス会費 :5,000円 (予定)

幹事:S48年卒 ′
Jヽ林春代

●日時 :5月 5日 (金 。祝)

●開催地 :久能カントリー倶楽部

●プレー費:21,000円 (予定)

※前号の会報で、開催日を5月 7日 (日 )と 告知しましたが、5月 5日 (金・

祝)に変更となりました。ご了承ください。幹事:S51年卒 冨里良―

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.rikkyo― ad― ob口ip

2017年の新OB・ OGを ご紹介します。
●委員長兼研究局長/佐藤 駿 (株式会社国XL)●運営副委員長/福 田 萌(株式

会社三井住友銀行)●一般会計/有馬 里咲子 (東京ガス株式会社)●制作局長/
羽鳥 裕二(未定)●出版局長/長屋 幸 (株式会社フィナンシャル・エージェンシー)

●記録/及川 隆 (株式会社岩手銀行)●WEB局 長兼渉外兼ミスコン広報/庄野

慧子 (株式会社リクルートジョブズ)●研究副局長/笹本 映実(損害保険ジャパン

日本興亜株式会社)●店長/大熊 浩介 (日 本発条株式会社)●営業副店長/佐藤

俊介(KDDI株式会社)●合宿長/秋田谷 譲 (未定)●催物/平 田 雅俊 (SMBC日

興証券株式会社)●PR/根深 嵩大(株式会社そごう。西武)●営業会計/森島 理

香子 (三井住友海上火災保険株式会社)●合宿会計/土 田 祐甫(三井不動産リア

ルティ株式会社)●プロデューサ
=///佐

藤 公平 (未定)●ディレクタ
=///武

野 秒ヒ子

(株式会社」TB首都圏)● プレスエージェント//渡辺 まどか (三井住友信託銀行株

式会社)●運営役員/井原 久味(株式会社三菱東京UF」 銀行)●運営役員/臼井

俊 (株式会社みずほ銀行)●運営役員/中澤 若奈 (新 日本有限責任監査法人)※写真は2016年「オータムフェスティバル」にて撮影 したもので丸

●今春ご卒業のOB。 OGの皆様へ会費納入のお願い

同封の「自動引き落とし用紙」にご記入の上、事務局宛にご返送

をお願いしま魂

●同封のハガキに「自動引き落とし用紙希望」と口をすれば用

紙をお送りいたします。まだの方はご協力お願いいたします。

ご不明な点はOB・ OG会事務局までお問い合わせください。

今年度の会計担当の峰岡で魂

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

れま魂 現在、350名 の方々にご協力をいただいており

ま魂 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魂

S47年卒 (17代 )の 同期会を大阪で開催

S47年卒 (17代 )の 同期会を関西在住の石川君、内田(西村 )

さんを訪ねて大阪で行いました。集合写真 (左 )は、前列右から

内田(西村 )、 石川、箕輪、後列右から斑目、平木 (野中)、 植木、

纂騨宵驚彗鶉警轡 ●HPア ドレス :

www.rikkyo― ad― ob.ip

メンバー専用ページを見るためには

●ユーザー名:rttkyo ad― ob

●パスワード:kokenoo7

天野で魂 (S47年卒 箕輪)

平成29年OB00G総会 開催のご案内
～初参加の方も大歓迎です～

館山ホームカ ミングデー 開催のご案内

※中面の特集をご覧ください

広研ゴルフコンペ 第22回「ザ・マスターズ」
開催のご案内

広研OB口 OG会の活動支える年会費 3,000円 自動引き落としのお願い

ホームページで最新情報を!


