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EVEN丁
65周年記念パーティ報告

65周年記念パーティ盛大に開催 !

2018年 11月 17日 、5年振りに広告研究会OBOG会の65周年

記念のパーティを迎えました。会場は高輪にある「グランドプリン

ス ホテル高輪Jの地下のバンケットホールで開かれました。地下

は230坪 のプリンスルームとその手前の合計350坪 の広々とした

とても雰囲気の良い会場で魂 定刻の午後5時 を少し回つたとこ

ろで元テレビ朝日のアナウンサー石橋幸治氏の司会で会が始まり

ました。

遡ること2年、まだ残署の残る10月 から実行委員会の活動が

始まりました。10月 末に新宿にある藤原実行委員長のオフィス

兼自宅に佐藤元会長、小関55周年実行委員長をはじめ10名 の

メンバーが集まり300名 の動員を目標に毎月月はじめに開催さ

れるOBOG会の定例役員会の前に1時 間から1時 間半の時間を

割き実行委員会を開くこととなりました。

翌11月 は立教祭があリミスコン会場のタッカーホールで25回

ミスター立教に輝いた大野拓朗氏と出会い今回の65周 年バー

ティヘの協力をお願いし快諾を得ました。そして その後、年が変

わり1月 に立教大学校友会を訪問し、秋のパーティの出席依頼を

事務局にお伝えしました。昨年は4月 に総長の交代が予定され、

また学院理事長も8月 に改選となるということで改めてご案内に

伺う事となりました。

4月 になり新学期が始まりOBOG総会で65周 年パーティの概

要が承認され、6月 には千葉県館山市を訪問しました。金丸館

山市長に面会しパーティの出席をお願いしましたが、誠に運悪く、

パーティの翌日が館山市長選挙の日と重なっておりました。今回

は残念ながら出席は叶わいませんが祝電を頂くことになりまし

た。因みに市長選挙はパーティの翌日11月 18日 実施され金

'L市長が四選をはたしました。

折角の館山泊まりですので当日は民宿「かやま」に17自 し奥様

(先代の娘さん)と 昔話に花を咲かせ、夕食は「波奈寿司」に出向

きました。

その後、6月 末には新宿プリンスホテルで年度幹事の方約20

数名に集まって頂きパーティヘの動員を依頼しました。今回、初

めての年度幹事会には昭和の終わりの世代が多く集まり楽しく

お酒を酌み交わしました。その後、再度年度幹事会を10月 にセ

ントポールズ会館の日比谷松本楼で開催し11月 の本番を迎えま

した。

パーティはOBOG会の生稲会長の挨拶から始まり、立教学院
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65周 年記念行事実行委員長 藤原 秀三(46年卒 )

立教大学広告研究会OBOGの皆様

今回の65周年パーティヘご参加くださいまして誠に有難うございました。当初の計画には届きません

でしたが約200名 のOBOG会員と現役学生の参加を得ることが出来ました。また立教大学、並びにキ

ャンプストアでお世話になっております千葉県館山市の皆様にもご多忙の折ご臨席を賜り有難うござい

ました。今回は4年ぶりとなる館山市長選挙や立教学院校友会の集いと日程が重なりご都合の付かない

方も多々おり残念でした。また、当日会場にてキャンプストア基金への募金をご協力いただきました会員

諸氏に重ねて御礼申し上げま丸

広研65年の歴史の中でキャンプストア中心に活動した世代、ミス&ミ スター立教コンテストが加わった陛代と会員が世代を超

えて集まり思い出に花を咲かせることができました。この周年パーティは50周年の以来4回 目のパーティとして先輩後輩が久しぶ

りに顔を合わせる機会として続いておりまt今 後は70周年、75周年と課題を改善しつつ末永く続くことを期待しておりま魂

副理事長の戸井田様からのご祝辞、立教大学総長室長外山様の

ご発声による乾杯と進みました。広告研究会OBOG会として立

教サポート募金(旧 赤レンガ募金)に毎年募金をしており、今年は

この場で学院募金室長の鵜川様に手渡しました。

会の始まりは昨年、文化庁から文化功労者に認定されました

OBの杉本博司氏の功績を紹介しOBttG会 として記念のバナー

を贈りました。杉本博司氏は本日海外主張中との事で弟さんの

杉本誠三氏に受領して頂きまl′た。杉本博司氏は神奈川県の根

府川に自然の景観を生かした美術館「江の浦沢1候所Jを 開館され、

この夏にOBOG会の生稲会長以下十数名で訪問した際の写真を

スライドで紹介しました。

暫しの歓談の後、次には今年の夏、第65回 のキャンプストアの

報告を65代店長の遠矢拓隆君が写真を交えて紹介しました。今

回のパーティは館山市からは花友会の松苗さん、伊藤さんのお二

人とキャンプストアの隣の和田休憩所の内藤千恵子さんがおみえ

になりました。

舞台では広研が復元をお手伝いした「館山小唄J(合宿中は館

山音頭として受け継がれていました)やかくし芸が披露されました。

そして昭和の終わりから平成時代にかけての中心的な活動に

なりましたミス・ミスター立教コンテストの今回34回 目のグランプ

リが紹介されました。そしてスペシャルゲストして25回 のミスター

立教グランプリ獲得者大野拓朗氏からビデオメッセージが届きま

した。ご本人はNHKの 4K、 8K放送の実験放送のため現在南

極で仕事中との事でビデオメッセージを頂きました。広研主催の

このミスターコンテストがきっかけで芸能界入りし現在テレビや

舞台で活躍中で魂

歓談中には会場内を現役生が回り「キャンスト基金Jへの募金

をお願いしましたところ皆さまのご厚意により65,935円集まりま

した。改めましてご協力の皆様に御礼申し上げま魂

そして会の最後には5名 のチアリーダーによるパフォーマンス

がステージの前で繰り広げられ迫力のある応援風景を目の前で

見ることができました。同時に応援団団長の黒田氏によるエー

ルや校歌などクロージングメニューも粛 と々進みあっという間の2

時間30分でした。藤原実行委員長の御礼の辞と三本締めで開

会のあと、本当の最後に舞台を囲んで200名参加OBOGの 集合

写真を撮影し楽しいひと時が終 了しました。

(事務局 相馬邦夫)



Rikkyo Advertising Club OB&OG Society 2019
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大切 なお知 らせ

平成最後の総会、どなたでも大歓迎で現

●日時:4月 20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

初参加の方もぜひお待ちしていま魂

●日時:5月 6日 (月 。祝)

●開催地 :久能カントリー倶楽部

●プレー費:21,000円 (予定)

今 年の夏 は、三軒 町

の盆踊 りに参加しません

か。三軒町は、キャンプ

ストアから徒歩 12分。館

山駅か ら5分くらいのと

ころで現 館山小唄(音頭)を 始め、盆踊りや屋台で、

地元の人達で賑わいます:昨年からキャンプストア参

加の学生たちも訪れていま魂

高速バス「菜の花号」利用。帰路は20時館山駅発が

便利で魂

●日時:8月 17日 (土)(予定)

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魂 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Jと 口をすれば

用紙をお送りいたしま魂 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。

広研OB・ OG会各種イベントの最新情報は

ホ…ムペ…ジをチェック!

http=llwww. r i kkyo-a d -o b. i p

この夏、現役学生が試験期間で休業中のお店を借 りて、OB・ OGがキャンストを運営することに

なりました。昔を思い出して勤務してみませんか?1日 2時間からOK!
※新規オープンにつき店長・営業副店長候補も募集中‖

※勤務時間以外は自由行動となりま魂 夜は嫌旨・海鮮料理 波奈"にて寿司の日を予定 !

同 時 募 集  キ ャンス ト・ミス コンの 写 真 をお 送 りくだ さい 1

“OB・ OGによるキャンスドにて各代のキャンスト・ミスコン写真の展示を企

画中で二 つきましてはお持ちのキャンスト・ミスコン関連の写真をデータに

てお送りくださし、

※デー列ヒが難しい場合は生写真をお送りください。必ずご返却いたします

送付先 :〒 1100013 東京都台東区人谷239111002 石井秀典 宛

adillinistrator@rikkyo‐ d― ob jp(事 務局)

または1lide5806 1 6@gmailcom(石 井秀典)

現役からキャンスト備品の協賛または提供のお願い
このたびキャンスト備品として、Bluetooth対応スピーカ、 スポットライト、プロジェクターなどのご協賛。ご提供をお願いできる方を探しております。

連絡先 66代店長・佐藤乾祐 17ea370r@rikkyo acjp  委員長。大鹿晃平 17dc019p@rikkyo acjp

【概要】

●期間:2019年 7月 13日 (十 )・ 14日 (日 )・ 15日 (月・祝)3日 間

●給与:給与はありません。交通費・宿泊費等、各自負担となりま魂

●応募資格 :学歴不問Iキャンスト経験者大歓迎!ブランクOK!

●宿泊先:ビジネスお宿 かやま&北浜 (予定)

興味のある方は下記にてご連絡願いま魂 詳細をお伝えいたしま魂

連絡先:administrator@rikkyo ad ob jp(事 務局)

またはhide580616@gmailcom(石 井秀典)

※訃報のご連絡は事務局のメールアドレス(a(lmil■ istrator@rikkyo ad objp)ま で。

平成31年OB00G総会
開催のご案内

広研ゴルフコンペ 第23回「ザ・マスターズ」
開催のご案内

館山 地元町会盆踊り参加のご案内
三軒町の盆踊りに参加しませんか

年会費3,000円 自動引き落としのお願い


