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※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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INFORMA丁 10N
大切 なお知らせ

染野郁郎初代委員長・店長の御逝去を悼む

1954年 館山キャンプストアオープンの日|

店前での記念写真。前列中央が染野店長

昨年 10月 16日 、校友会主催の卒業60周年の集いがセントボ

ール会館でありました。昭和31年卒601司 年の集いでした。

染野さんとも久しぶりに再会し、お元気な姿、笑顔を見るこ

とができて嬉しかった。クラスの連中ともいろいろ昔話に花を咲

かせ、楽しい時間を過ごしました。しかし、この時が、60数年に

わたる唯一の朋友、染野さんとの最後の別れとなってしまった。

立教広研時代から、社会人としてそれぞオ1の 道を歩みつつ、

染野さんは大企業の雪印乳業 (株 )に人り、一方の私は中小企業

の建設土木機 lllcの 会社へと進みました。私の子供が幼少期の

頃、染野さんの粉ミルクを幾度も分けていただきました。広研

OBと なってからも、長い交流が続き、いろいろな思い出は
'べ

き

ません。

今年7月 10日 に染野夫人から夫・郁郎死去の言卜報がありまし

た。私は一瞬驚愕し、息が止まるような気持ちになりました。4

月になって染野さんの体に不調が起こり、病院で検査をされた。

ところが、すでに月1臓がんが進行していて、即入院するよう担当

医から勧めらオ1た が、本人の希望で自宅での療養と通院を選

択された。そうこうして6月 を迎え、病状が急変し、遂に帰らぬ

人になってしまった。本当に大切な朋友、染野さんを失い、私

にとっても残念で言葉がありませんでした。

染野さんとは大学で出会い、気の置けない友メで ありました。

大学2年 に進学したある日、広研創設のグルース 森永キャンブ

2003年 9月 27日  ホテルオークラ オーチャードルーム

立教大学広告研究会50周年記念祝賀会

戸田OB会長より、林先生、染野初代店長へ感謝状が贈られる

ストアの企画話を2年先輩の成田さんから持ち掛けられました。

これが広告研究会の誕生でした。私は親しかった染野さんを広

研に誘つたところ、彼も快く承諾してくれて、一緒に頑張ろうと思

いました。

初めてのキャンプストア運営では、染野店長を先頭に、スタッ

フ10名余りの広研部員と共に館山設営に走り出した記憶があ

りま魂 全てが初めての経験で、キャンプストア合宿では、先輩

も後輩もいない心細い合宿生活で、各自が苦労の連続でした。

苦しかつたこと、楽しかったこと、夜の桟橋から見た海に光る海

蛍など、まさに数々の思い出がありますも参加部員たちの間に

友情が芽生えた時ではなかったかと思いま魂

染野さんの真面目で実直、器の大きさ、それに比べて自分に

は欠けた一面もあり、彼から教わり学ぶことも多くありました。

人間として尊敬できる友人でもありました。永い間、いろいろと

ありがとうございました。また、お世話になりました。広研を心

から愛し、情熱を持ち続けたメで もありました。染野さんは、常

に若い後輩、現役学生たちに、「広研を愛してください。そしてつ

なげてください。継続は力なのです」と呼びかけていました。

生前のご厚情に感謝し、ここに謹んでご冥福をお祈り申し上

しずま丸

合掌

元会長 勝呂哲郎

11月 10日 (金)18時～立教大学第一学食

オータムフェスティバル開催 !

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

2017」 を、今年 も11月 10

日(金 )18時 から、立教 人

学第一学食で開催 しまt
常連の方 も初参加の方 も

大歓迎で現 ぜひ同則l、 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魂

名簿整備にご協力をお願いします !

事務局では今年度中にOB・ OG会 員名簿を発行する計画を

進めていまt
宛先不りJで返送されlてくる会 員の方も未だ多く、名簿の精度

アップが課題 となっていま二 年度幹 事:の 方を中心に各代の名

簿整備をお願いする予定でtご 協 力のほどよろしくお願 い申

し上げます

なお、住所変 更やメールアドレス変 更した方は、広研 OB・

OG会ホーヱ、ベージトップのメールボタンにメールいただきます

とOB・ 〇(}会 事務局にム‖きますので、ご利用ください。

adlllinistrator@rikkyo― ad―ob.jp

(事務局 :昭和 51年卒 冨里良 ^)
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EVEN丁&SPOR丁
総会 &ゴルフ

平成29年度OB00G総会開催される

平成29年 4月 22日 (土 )18日寺～、立教大学第一学食にて、

OB・ OG26名、現役学生21名 の参加をいただきまして、平成

29年度のOB・ OG総会が開催さオ1ま した。平成28年度の事業

報告、会計報告、平成29年度の事業計画(案 )、 予算案が決議

されました。

黒岩会長のもとスタートした平成28年度は、「平成世代へ橋

を架けよう!Jの テーマを継続し、キャンストバスツアーやオータ

ムフェスティノやレなどのイベント実施、さらに、平成30年 に開催

する65周 年記念パーティーの実行委員会の立ち 卜げなどが報

告されました。

今年度は、定例役員会の開催、ホームページ。SNSと 会報で

の情報発信、イベント実施に加えて、65周 年バーティーに向け

た本格的な準備や名簿の整備といつた事業計画案が提案され、

/承いただきました。

総会終了後は懇親会バーティーに移り、最初のうちは同期ご

とに固まっていたOB・ 〇()の 方々も、現役学生が挨拶に訪オlる

と会話が弾んでいたようですL学生たちにとっては、OB・ OGた

ちの話から広研の歴史やこれまでの活動を知り、今後の活動に

活かしていく良い機会でt今 回も世代を超えた広告研究会の

絆を改めて感じました。

1年後にお会いしましょう

【予告】立教大学広告研究会65周年パーティー
日時 :2018年 11月 17日 (土)17時～ 場所 :グランドプリンスホテル高輪

※詳細は決まり次第、ホームページや会報でお知らせします。

「第22回広研マスターズ」

ホッ!と する大会です。何かしらのどかな一日が過ごせます。
「広研マスターズ|は、OB・ (1)G会 主催 の和気あいあい、楽しいゴルフ

コンペでt今 1日 |も 、5組 17名 の参加でホッとする一日となりました。

集合からラウンド、解散 まで多くの大先輩に囲まれながら気兼ねの全

くいらない長閑な時 呂」が過ごせます

へたくそでも受け容れてもらえ、挙句の果てに優勝できたりもしまt
次回(第 23回 )は、2018年 5月 3日 (祝 )久能CC。

(昭和 50年卒 高岡秀夫 )

●第22回広llマ スターズDATA
優勝 :1自 岡秀夫 (昭和50年卒)>次回幹事

準優勝 :平川清人(昭和44年卒)

ベスグロ:&第 3位 :笠倉義史(H召和43年 卒)

ブービー:藤原秀三(昭和46年 卒)→次回幹事

■■ ■ ■ ■ ■ ■
｀  |‐ ‐

■■ ■
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丁RAVEL&INFORMA丁 10N
館 山ホームカミングデー/大切 なお知 らせ

館山ホームカミングデー

出発前ですが、サロン席恒 lllの 乾杯I          店前で恒例 0)記 念撮影

今年も開催したキャンプストア訪問バスツアーは今FIで 10回

を数えました。7月 29日 (土 )、 幹事として集合場所の東京丸ビ

ル前に早めに到着したものの、すでに多くのOBの 先輩方の姿が。

広研OBOGの意気込み、流石で魂 どなたも遅オ1る ことなく、

バスは定時の13時 には出発。アクアラインを過ぎ、房総半島に

上陸したあたりで強い雨に遭遇したものの、その後は強い日差

しが照り付け、まさにバスツアー日和となりました。途中、恒例

の休憩スボット、みちの駅「富楽里Jに 立ち寄りました。皆様、地

元の野菜やお土産品をここでlll入 。飲食店で焼き物、揚げ物

を頬張る先輩方もちらほらいらっしゃいました。

日頃の行いがよかったのか(?)、 予定通りの時刻、15時30分

にキャンプストアに到着 !今年の役員さん(3年生)が 出迎えてく

オ1ま した。今回は18名 のバスツアーでしたが、なんと嬉 しいこ

とに(ホームカミングデーにたぶん合わせてくれたのであろう)平

成卒のOBttGが、昭和卒の到着を待ち構えていたではありませ

んか|夕暮れからの盆踊りの時刻まで、キャンプストア店内での

参加者 リスト

ドイツの新住所にお送りいただきました会報、届きまし

た |あ りがとうございました。活発な活動内容がよくわかり、

大変楽しく拝見させていただきました。

ドイツ在住 13年 になりますが、毎年夏になるとキャンストに

思いを馳せていまt
来年は倉J部 65周年なのですね。歴史と活気ある広研で大

学時代を過ごしたこと、改めてよかったと感じていまt
次号も楽しみにしておりま■ 今後とも、どうぞよろしくお

願い中し 11げ まt
昭和59年卒・|リ ヒター純子 (旧 姓 :阿部)

●阿部 慎二郎(S41卒)●小関 武(S41卒)●嶋田礼子(S41卒)●佐藤弘美(S43卒)●上沢邦夫(S43卒)●笠倉義史(S43卒 )

●岸 泰三(S43卒)●黒岩俊隆(S44卒)●渡辺久雄(S44卒)●田久保芳克(S45卒)●藤原秀三(S46卒)●杉本誠三(S49卒 )

●岸 秀雄(S49卒)●石橋幸治(S49卒)●中山 諭(S49卒)●山内信明(S50卒)●高倉忠志(S50卒)●小川誠―(H7卒 )

現 地 にて

●岡崎裕 (H8卒 )●舟越晶子 (H8卒 )●鵜沢宏明(H23卒)●菊池遼(H23卒)●川上千晶(H23卒 )

現役■のF需 111,な つヽ/ょ 力
「

['

飲食タイム。総勢20数名OBOGの 注文をテキバキ(?)と さばく

現役 さん達でありました。

さて、広研OBOGと 現役生が夏祭 りに参加するのは今年で4

回目となりま丸 この上野原地区の夏祭 りは、館 山で・ 番早い

開催で、かつ規模 も大 きいもの。来賓の金丸館 山市長や地元

の役員さん達からの、広告研究会(&OBOG会 )に対する歓迎や

おもてなしは相当なもので、地元の方々との交流は今後 も続け

るべきだと改めて痛感しました。

(話は戻り…)19日寺近くに盆踊 り会場 に到着したツアー御 一

行。日も暮れ始め、まさに盆踊 リタイム。恒例の東京 スカイツリ

ー音頭やきよしのズンドコ節 に続 いて、いよいよ館 山小唄の時

間に。今年は地元の民謡会の皆様のご協力により、牛歌に加え

て三味線や鼓の生演奏 という豪華なパ フォーマンスがありまし

た。盆踊 り会場に駆けつけた現役生5名 を含め、OBOGともど

も、もうひとつの故郷での真夏の夜を満喫したのでした。

(平成 7年卒 小川誠 ^)

●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

店内O123年 卒と記念写真

出発前ですが、サロン席恒 lllの 乾杯 I

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 E口 Pll費 発送費、現役ヘ

の補助、イベント、キャンスト基金などに回されます.IfB在  350名 の

方々にご協 力をいただ いております また 500名 以上の方々が08

0G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

OBOG掲示板

慎んでご冥福をお祈り申し上げま魂

昭和37年卒 塩野昌弘様 (平成29年 3月 御逝去) 昭和41年 卒 篠圏昭久様

昭f「 45年卒 金塚秀美様 (平成29年 5月 12日 御逝去) 昭和57年卒 随本範子様 (平成29年 7月 21日 御逝去)


