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50年来の友人を偲んで
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平成30年OB・ OG総会

開催のご案内
※今回は場所が変わります。

●日時:4月 14日 (土)18時開始

●場所 :セントポールズ会館

●会費:5,000円

※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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丁RAVEL&INFORMA丁 |ON
館山ホームカミングデー開催のご案内

館山市民こぞって皆様を歓迎します
学生時代の貴重なひとときを北条海岸で過ごした立教OB・ OGのみなさま、館山はこんなに進化し、すてきな場所となりました。

館 山市長  金丸 謙一

貴研究会におかれましては、

昭和 29年 から北条海岸に海の

家キャンプストアを開設され、以

来 65年 もの長きにわたり、“都

会の香 り漂う海辺の空間"と し

て、訪れた観光客はもとより、

館山市民に夏の賑わいと楽しみ

をご提供いただき誠にありがとうございます

また、平成 20年 から実施されている「館山キャンプストア訪間

バスツアー」は、10 JHと いう節目を迎えた昨年「館山ホームカ

ミングデーJに リニューアルされ、引き続き館山市上野原地区の

夏祭りにて晴官山小唄Jを通して地元住民と親交を深めていただ

いていることに対しまして、深甚より感謝と敬意を表する次第で

ございま魂

さて、都心から車で80分 に位置する館山市は、34 3kmの

海岸線を持ち、マリンスボーツや夏の海水浴の適地として、さら

には、サンゴやウミホタルの生息地として、多様性に満ちた貴重

な海洋資源を有する「海のまち」でt
linL様 ご存知のとおり、貴研究会のキャンプストアが面する館

山湾は、鏡のように波静かなことから別名「鏡ヶ浦Jとも呼ばれ、

「日本の夕陽百選」や「関東の富十見百景J、
「東京湾 100選 Jに

選ばれるなど、とても美しい海で二 周辺には、南欧風の「鏡ヶ

浦通りJや 日本 ‐の長さを誇る「館山夕日桟橋 J、 その枝橋の袂

には「“渚の駅"たてやま があり、館山湾を活用した「海辺のま

ちづく́,_● た点上な●てIJI,ま す

また、温暖な気候に恵まれ、冬でもボピーやストック、菜の花

が咲き誇り、街中が花であふれる「花のまちJとして、一年を通し

て多くの観光客の皆様に訪れていただいておりまt
立教大学広告研究会OB・ OG会の皆様には、「館山ホームカ

ミングデーJを一つの契機とし、ご家族皆様でお越しいただき、

館山市ならではの自然や文化に触れていただければ幸いです

『夕・夕館山 またおいで またおいで』4万 7千市民こぞつて

皆様方の来訪を歓迎いたしまt

ファミリーや同期仲間たちと気軽に利用できる

「館山ホームカミングデイ(THCD)観光付き広研シャトルバス」運行決定 !

日時 :7月 28日 (土)(予定)シ ャトルバ ス料金 :3,500円 (予定)× 4ヽ学生までは1,000円

7月 下旬といえば夏休み。お子さんとのふれあいに、夏の館山はぴったりで■ 「おじいちゃんとお孫さんJ「パパママと子供たちJも

当然OK。 都会では味わえないやく
｀
らの下での盆踊りと縁日。夏休みの思い出作り、館山で一緒に遊ばう!

●旅程 (案 )

9:30 東京駅丸の内出発

10:55 道の駅「富楽里」買い物・軽食

12:00 キャンプストア着 希望者 ド車

12:30 館山休暇村着 温泉・プール・BBQな ど

17:00 館山休暇村発

17:30 キャンプストア肴

18:30 キャンプストア発

18:45 夏祭り盆踊り会場(J,野原)若 館山小唄(音頭)盆踊り

19:45 夏祭り会場発

21:30 東京駅丸の内着 解散

前号でもお知らせいたしました「65周年記念パーティJを来る11月 17日 (土 )

グランドプリンスホテル高輪にて開催いたしまtこ の周年パーティは40周 年  ●開催同時 :平成30年 11月 17日 (上 )

以来5年 毎にOB・ OGと 現役の親睦を目的として開催しておりま丸 前回60       17日 寺～ (受付16時20分～)

周年パーティは懸案だつた館山のキャンプストアの建替えが完了し、館山音

●開催場所 :グランドプ1リ ンスホテル高輪頭 (正式名は館山小唄)の復活などで大いに盛りllが りました。

昭和29年に開業した「キャンプストアJも 65年 が経過し、また次 1世 代のイベ       地下1階  ブ|リ ンスルーム

ントして生まれた「ミス・ミスターコンテストJも 34回 を迎えますL永きにわたり

2つ のイベントが継承され現在に至っていることは現役とOB・ OGの連携の  ●会費 :OB・ OG 10,000円

賜物と思っておりま茂 この広研の伝統を末永く繋いでいくことを切に願つて     (ご 同伴者は一名8,000円 )

おりま魂

是非お誘いあわせの L、 多くの皆さまのご参加をお待ちしておりま魂     ×詳細は次号会報にてお知らせいたします

(実行委員長 藤原 秀三 昭和46年卒)

立教大学広告研究会 創立65周年記念パーティのご案内
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EVEN丁
オータムフェスティバル報告

第8回オータムフェスティバル開催
2017年 11月 10日 (金)於:立教大学第一学食

毎年恒例、OB・ OGと現役学生の交流を目的とした立大広研

オータムフェスティバルを第一学食で開催。OB。 OGは 45名、

現役学生は30名が参加。

司会は、おなじみの平成 6年卒、大野誠一郎さんが軽快にテン

ポ良く進めていきま現

会長のご挨拶とともに、宴会がスタート。最近のオータムフェ

スティバルは、第一食堂のメニューも豊富になり、お寿司からオ

ードブリス 揚げ物、中華風焼きそば、ラザニアなど、食べ応えも

ありま魂 もちろん、ビールなどのお酒も充実していてお楽しみ

いただけま魂

しばらく歓談タイムとなり、OB。 OGと現役学生がしだいに

馴染んで交流していく姿が見られま魂 そして、恒例となった現

役学生によるプロジェクターを使っての活動報告。三年生たち

による_充実した一朝 の振り拒り、学 生たちの楽|し い7書動の

様子が伝わつてきました。

●現役学生とOB・ OGが同じテーブルを囲み、楽しく語らいました。

●年次ごと、または近い年代ごとに壇上でスピー九 誰がマイクを握るのかを、

さらに歓談が続いた後、5～ 10年代 ごとにステージに上がり、

一言 コメントを。日ご和 の先輩方が多くにぎやかなのに比べて、

平成卒は4ブ、とちょっと寂 しい場面も。OB・ OG会の課題である
~平

成陛代にかけ橋を|_に はまだ検討の余地がありそうで魂

だいぶお酒 も良い感 じに回つてきたところで、これまた恒例

のじゃんけんブレゼ ント大会じ景品は、TDRペアチケット、そし

て佐藤名誉会長ご提供のエクシブ宿泊券でtど ちらも現役学

生が勝ち残 り、獲得しました。

エンディングは、4年生への記念品 (ク オカード)の 贈呈、そし

て校歌斉唱、エールと続き、集合写真を撮って終 ∴

二次会は、場所を池袋北 口の居酒屋、テング酒場に移動し

て、OB・ OGと新役 員となる2年 十の合計22名 で、さらに親密

なトークを交わしました。

平成時代、最後となるオータムフェスティバルは、とにかく賑

やかな集いとなりました。

みんなが注目します
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INFORMA丁 |ON
大切 なお知らせ

●日時:4月 14日 (土)18時開始

●場所 :セントポールズ会館

● 会 費 :5,000円
  昨年の総会の様子

●日時:5月 3日 (木・祝)

●開催地 :久能カントリー倶楽部

●プレー費:21,000円 (予定)

●日時:7月 28日 (土)(予定)

●シャトルバス集合場所 :東京駅丸ビル前

●シャトルバス料金:3,500日 (予定,ス 4ギ生ま〔iま 1,00011

●HPアドレス:www.rikkyo― ad一 ob jp

メンバー専用ベージを見るためには

●ユーザー名 :ril【 kyo tttl ob eヘ スワード:kcl【 e■ 007

●平成 30年 1月 末現在の会員名簿を会費納入済の方に向け

てCD― R版で同梱させていただきま茂

●名簿開示のパスワードは、Rad18//C(アール大文字、エー、

ディー小文字、イチ、ハチ数字、スラッシュ、スラッシュ記号、

シー大文字)で魂

●転居先不明の方の住所等連絡先をご存じの方は、ホームペ

ージ(www.rikkyo acl ob jp)の メールボタン(administra

tor@rikkyo ad objp)で 、OB・ OG会事務局宛にお知らせお

願いしま魂 特に年度幹事の方は同期連絡先のご確認をお願

い致しま茂

年会費は、OB。 OG会の運営をはじめ、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活用させていた

だきまt何 卒ご協力の程よろしくお願いいたしま魂

●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Jに ごHE人の上、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Jと 日をすれば用

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t
ご不明な点はOB・ OG会事務局までお問い合わせください。

2018年の新OB・ OGを ご紹介します
●営業副店長/箕浦拓也(KDDエ ボルバ)●クリエイター、制作局長/神 田ういな(アフラック)

●合宿長、一般会計/松沢花梨 (株式会社光邦)●研究局長、記録//1ヽ原良太 (未定)●キャン

プストアPR/三田遥菜 (株式会社アドバンス)●合宿会計/ノ」ヽ林峻志 (株式会社∪SEN)●店

長/安田航大 (野村不動産アーバンネット)● プロデューサー、催物、渉外/齋藤 亮祐 (株式会

社DYM)0営業会計/宮本笑梨(未定)OPA、 出版/青柳美優 (未 定)0営 副委員長、Web局長、

研究局副局長/清岡由梨(三井住友カード)●委員長、ディレクタ
=///石

山京(読売広告社)

2017年夏、キヤンプストア合宿所前にて

50年来 の友 人を偲 んで   会長・黒岩俊隆 昭 和44年卒)

昨年の12月 、長年の友人である同期

の堀江昌宏君が急逝されたと奥様から

連絡があり、あまりにも突然のことで言

葉が見つからなかつた。堀江君とは立

教高校からの仲間で、大学時代の広研

はもちろん、社会人になってからもゴル

フやカラオケなどで親密なお付き合い

させていただいた。OB会の立ち上げ時

には、印刷業を営む堀江君が会報制作を快諾してくれて、その後40号以上

もの会報を発行した功績には本当に感謝 したい。いつも朗らかでムードメ

ーカーだった堀江君。心からご冥福をお祈りします

昭和45年卒業同期会 碇 萬里子 (昭和 45年卒 )

卒業してから毎年集まっていま丸

今回は2017年 ‖月 18日 、日本橋「稲

田屋Jで 開催し、18名 出席しました。

楽しかった学生時代の思い出や近

況を語 り合い、あつという間の2時間

でした。

参加者:秋吉 陽承 碇 萬里子、石井 美行、内田貴重、同崎 安彦、斉藤 いく代

杉本 博司、高取 和身、高橋 真義、田久保 芳克、谷口暉夫、庭野 善次

原澤 和美、原田誠、藤田努、松井 和男、村松 優子 薮谷 和代

堀江君長男の結婚式にて

平成30年 OB・ OG総会 開催のご案内
～会場が変更となります～

館山ホームカミングデ…開催のご案内
※シャトル′ヽスにパワーアップ!詳 しくは中面ヘ

会員名簿に関するお知らせ

広研ゴルフコンペ 第23回「ザ・マスターズ」
開催のご案内

広研OB・ OG会各種イベントの最新情報は

ホ…ムページをチェック!

年会費3,000円 自動引き落としのお願い


