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65周年記念パーテイのご案内/館山ツアー

11月 17日、グランドプリンスホテル高輪にて

開催せまる165周年記念パーティ

立教大学広告研究会OBOG会 員の皆さま、お変わりありませ

んか。早いもので60周 年のパーティから5年経ちました。今年

は広研の一大同窓会である「65周年記念パーティJの年でもあり

ま現

さて5年 前の平成25年は念願だったキャンプストアの建替え

が完了し新たな店舗での活動が始まりました。また、昭和のキ

ャンプストアで歌い続けられた「館山音頭Jを 復刻した「館山小唄J

のCDが完成し、この記念パーティでお披露日されました。昭和

の時代、最盛期には十数校の大学の広研がキャンプストアを展

開しておりましたが、現在は我が校のみとなりました。館山市と

も50周 年の平成15年 に前市長より感謝状を頂き、今も現職市

開催要項

●日時 :平成30年 11月 17日 (土 )

午後4時30分開場 午後5時開宴

●会場 :グランドプリンスホテル高輪 Bl階  プリンスルーム

※さくらtFに ある「高輪Jです。 1新 高輪_ではございませんので ご注意 ください。

東京都港区高輪3131 電話 0334471111
」R品川駅高輪口より徒歩5分

高輪口より連絡バス(毎時00分、20分、40分発)

●会費 :1名 10,000円

尚、奥様ご家族様等ご同伴者は1名 8,000円

●参加申込 :同封のはがきにて10月 15日 までにご返信ください。

●お問い合わせ先:メール beach0109@nifty.com

電話 09017068758 実行委員会まで

長及び市の行政担当者とは密に連携し学生の活動にご理解を

頂いて居りま茂

さて、今回「65周年記念パーティ」は今の広研、現役学生の活

動や年次を超えた会員の5年 に一度の顔合わせの場でもありま

魂 特に今回は事前に年度幹事会も開かれ約20名強の方が参

加しました。現在900名 ほど在籍しておりますOBOG会員を次

回の70周年では1000名 の会員へとOBOG会活動を活性化して

参りま茂 平成を締めくくる最後の記念パーティとして数多くの皆

さまのご参力日をお待ちしておりま魂

(65周年実行委員長 藤原秀三)
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館山夏祭リリベンジツアー
7月 28日 (土 )に予定していた「館山ホームカミングデーバスツアーJ

は、台風 12号の直撃で、あえなく中止が決定。夏の館山が諦めきれ

ないOB有志8名 は、8月 18日 (土)新 宿バスタ発「なのはな号」でリ

ベンジツアーを決行しました。

ゆっくりの10時40分に発車したバス(トイレ完備 |)は、12時 40分

に館山駅到着。早くなったもので二 昼食 (宴会?)は波奈寿司の地

魚で盛り上がり、キャンプストアでは仕上げの午後ビール。猛暑も去

った爽やかな好天のもと、懐かしく感慨に浸った一行でした。夕方

から北条地区の三軒町夏祭りに参加。昼は豪華な食事だったので、

夕食は屋台の焼きそば、焼き鳥にまたビールのB級定番。キャンス

トからも徒歩10分少 と々いうことで、今年から現役の学生も参加し、

復活した館山小唄(音頭)を 聴きながら帰途についた一行でした。

杉本誠三 (昭和49年卒)

キャンプストア前のビーチは

「まるでハワイP」
`=丸

謙一館山市長は「今年もii教 の皆

さんがお見えになりましたあ1嬉 しいで

すね Jと ご挨拶で盛り11げてくれました。

館山小唄 (rl頭 )で ひと踊り
=

参加者 :佐藤弘美 (S43)、 生稲栄治 (S46)、 藤原秀三(S46)、 岸秀雄 (S49)、 中山論 (S49)、 杉本誠三(S49)、 山内信明(S50)、 小川誠―(H7)
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新会長に生稲栄次氏を選

平成30年度OB00G総会を硼
任

生稲栄次新会長よりご挨拶

黒岩前会長の任期満了により、このたび新会

長にご指名いただきました生稲で二 これまで

40年以上関わってきたOB・ OG会のつながりを

大切にし、なおかつ、いかにして次世代の若手

OB・ OGたちに本会をつなげていくか、それが

私の役 目だと思っていま魂 長年お世話になっ

た先輩方をはじめ、若手OB。 OGに とっても魅

力のある活動を共に作っていく所存で■ 特に、

●プロフイール ロJ和

“

年卒.研究副委員長を務めた学生時代からOBと の親交が深く、

その後OB会の役職を歴任.監査役を経て会長にFIL任 .

若手OB・ OGの積極的な参加に期待していま茂

何卒ご協力の程よろしくお願いいたしまt
また今年11月 には、藤原秀三実行委員長を

中心に準備してきた、立大広研65周 年パーティ

を盛大に開催しま丸 立教、そして広研への想

いを共にしながら、久しぶりの再会に花を咲か

せませんか。ぜひ皆様のご参加をお待ちしてお

りまt

立教卸 に沿って7t■ つォシャレな会館c

平成30年 4月 14日 (上 )18時より、都合に

より今回のみ会場をセントポールズ会館に

変更し、平成30年度OB・ OG総会を無事に

開催いたしました。OB・ OGは 30名 、現役

学生は13名 が参加。いつもの会場である第

一学食よりこじんまりしているものの、逆に

出席者同士の距離が近く、例年よりも一体

感が感じられた気がしま丸 本総会では、

長年、OB。 OG会 に尽力されてきた黒岩会

長の任期満了により、新会長に生稲栄次氏

(昭和46年卒)が承認されました。生稲新会

長からは、「次世代のOB・ OGへの橋渡しを

したし可との力強い言葉が語られました。

式次第に沿って、平成30年 度の役員体制

の紹介、平成29年度の事業報告、会計報告、

監査報告、平成30年度の事業計画案、予算

案の発表など、総会は進行。そして、今年度

のメイン・イベントの1つ である創立65周年

バーティについては、藤原秀三実行委員長

(昭和46年卒)か ら、たくさんのOB・ OGに

出席を呼びかける熱いメッセージが発信さ

オ1ました。

総会後の懇親会では、懐かしい面々との

会話が弾み、また現役学生との交流もさか

んに行われました。すっかり恒例となりまし

たが、近い卒業年度のOB・ OGごとに檀上

でスピーチを披露。開会後、参加者の皆様

の元気な笑顔が印象的でした。

恒例となった壇 上スピーチ.

各代ごとに熱く語りま■

各テーブルで話に花が咲きました。 「651・ 年パーテイでお会いしましょうJ 美味しいお料理と共に、笑顔になります。 今年度の現役学生 (3年生)の皆さん。
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大切 なお知 らせ /OB。 OG交流

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茂

●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茂 まだの方はご協力お願いいたしま

魂 ご不明な点はOB・ OG会事務局までお問い合わせくだ

さい。

●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

● facebook:

https://ヽ
^パ

″w.facebook.com/rikkyo.ad.ob

●twitter:

https://twitter.com/rikkyo_tateyama

良酔会 (昭和41年卒業同期会)5月 27日 開催  幹事阿部慎二郎(日召和41年卒)

41と 41が集う同期会「よいよい会」を開催しました。卒業から52年 も経つと

出席者の3分の2が後期高齢者。早生まれで来年、最初に75歳を迎える堀杉さ

んの“乾杯"の発声で元気に始めたのですが、1名 が未だ来ていない。連絡をす

ると忘れて自宅に居たあ!1時間後に駆けつけて来たAは記念撮影では満面の

笑顔。今後はこんな仲間のケアーが要る幹事泣かせの会になりそうで魂

参加者 :

相京正和、明石忠良、阿部慎二郎、飯塚敏春、円谷寿二、岡島良夫、小野直樹、小関武、斉藤友護、

佐藤紘一、嶋田礼子、竹田清、中島笙子 (日 姓 細田)、 原田亮一、堀川宏子 (日 姓 :越石 )、

堀杉幸子 (旧 姓 :岡 村 )、 松浦稔、松本祥一、村松幹夫、山口典男、若尾員

昭和43年卒業同期会 4月 20日 開催 幹事 吉井誠―郎 (昭和43年卒)

久方ぶ りの同期会を「神田川」にて開催 しました。参加人数は、喜ば しいことに

同期33名 のうち24名 と今まで にないほど多く、 18時か らスタートして21時近くま

で話題は尽きることがありませんで した。近況報告では、お宮で太鼓を叩く人、

山歩きで 100号の絵を描 く人、詩吟や尺八を楽 しむ人など、本当に多彩。最後は

阿部さんの5本締めの手打ちを行い解散 となりました。

参加者:

阿部紘和、市り1正人、猪俣隆、上沢邦夫、大西進、岡部求、笠倉義史、岸泰三、久原信子 栗山善郎、

監物善一郎、近藤祥治、佐藤弘美、佐藤宏承 清水清美、島本哲夫、新美十九七、杉山百合子

永原真理子、森和彦、安枝嘉彦、山崎由承 山本順承 吉井誠一郎

キャンプストア訪問  小川誠―(平成7年卒)

この夏は、2歳間近の娘を連れて館山入りしました。現役の学生さん達や若いOBOGの皆さんが娘のことを大変可愛がつてください

ました。娘ともども感謝で魂 館山は子連れでも楽しめるスポットが数多くありますので 是非ご家族連れで訪れてみてください。

同期 (40th)舟 越くんと41st岡 崎くんご

家族と合流.

現役役員さん(65th)に は大変お世話

になりました。

61stの 十さん (社 会人3年 めの代) 店舗改築の代(60th)と も話ができました。

年会費3,000円 自動引き落としのお願い
広研OB・ OG会各種イベントの

最新情報をチェック !


