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オータムフェスティバルのご案内

●日時:令和元年11月 16日 (土 )

18時開始

●場所 :セ ントポールズ会館

※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
OB。 OGキャンスト運営

あの夏をもう一度?OB・ OGがキャンストを運営しました!

中心に働いた人.左から大野 (I16卒 )、 石井 (S56卒 )、 松崎(S49卒 )

■WHO

林 (S60卒 )、 岸 (S49卒 ,各氏

元々は3年前に同期の杉木さんと館山キャンストの夏以

外の活用について冗談で話していた事から始まった。会報

発送作業後、石井事務局長、林さん、小川さんとの飲み

会の折に話が盛リトがり、役員会への提案と進んだ。

■WHEN
夏だけのキャンプストアではもったいない、冬も営業でき

ないか?との話もあったが、夏以外の活用は消滅。現実論

としては学生達が試験で開店している盛夏の開催で話が

まとまる。7/12準備日、7/13～ 15の 3日 間を営業する事

に決める。石井事務局長、林さんは大学への交渉、学生

へのr解、館山市への挨拶、店の点検、保健所への中請・

受理、かき氷機購入などに奔走。さらに、合宿所貸主・高

橋さんへの挨拶、店両隣りへの挨拶、マスコミ、青年会議

所、観光協会への挨拶、ニュースリリース配布へと奔走。

■ヽヽTHERE

もちろん、館山北条海岸キャンプストアで。

薔 VヽHA■  来敬称略

OB・ OGス タッフ申請メンバー、杉本、松崎、中山、岸

(S49卒 )、 石井(S56卒 )、 林(S60卒 )、 大野(H6卒 )の 7名

によるキャンスト営業。

■WHY
広研キャンストが好きな人々が一方的な懐かしさから3

日間の営業にトラ毛

■HttW

現役に準じで ユニフォーム、Tシャツを自腹購入、宿泊

費も自腹。メニューを簡素化、価格は変更せ式 ボランテ

ィアで勤務した売上・利益は、現役営業に合算寄与。

■RESULT
昔のキャンストと違い、海水浴客が激減、しかも店前は

駐車場・防風林があり、人があまり通らない。これからの

運営に危機感?

■FINAlン Y
売上は3日 間で約14万円。誠にありがとうございました。

心より御礼申し上げま魂

11■ Ft ′|二 i_1=′ _il:・  11lJ 1    1■ ‐ till==「 | |三 [.■ |千 :」 |:=

生稲会長、小関さんを囲みキャンスト思い出話

右から杉本、石橋、中山、岸、林各氏 山内さん(S48卒 1親子、「森伊蔵J差入れ

小関さん2日 日も売上に広研 ?貢献 古井さん夫妻わざわざ車で来店

芹から高橋、中山、松崎、岸、草野各氏 (S49卒 ) 小俣さんパートナーと来店、大振舞い文責 :岸 秀雄(S49卒 )
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EVEN丁
キャンスト/総会

立教大学広告研究会さんの想い出 和田休憩所(内藤智恵子様)

森永製菓さんが構想され、立教大学  水運びと一生懸命でしたね。観光客の

広告研究会さんに受け継がれ、66年 を  方と一緒に踊った私の十代の頃のこと

迎えられました事おめでとうございま現  が脳裏をかけ巡っています:店内での

思えば一期生の勝呂様、故赤池様他の  ハワイアンバンド、宝探し、黒ん坊大会

方々とお付き合いが始まりました。少人  とたくさんのイベント.… よき時代だつ

数だつたですね。和田休憩所の井戸水  たんですね。若さで満ちパワーがある

で釜のお米を研いだり、スコップやその  一生の幸せな思い出ができました。ま

他何かと借り物にきました。私の父が  た館山桟橋から東海汽船が運行してお

市役所に勤めていまして、これから先ず  り、見送リテープを投げようものなら淋

っと営業なさるなら水道を引いてやつた  しかった光景、ほんとに話は尽きません。

らどうかとアドバイスしておりました。振  親からの代、百年以上になりますが、和
~り

返ちてみますと アな ごと倒思帖
~~Ⅵ

勤種彗所 5今年てフ蕩票

「

なりまし石

れま現 父も明治時代の人で、かなり学  たくさんのお客様と出会い、キャンスト

生さんにづけづけ言つていたように記  のOB様、現役の学生さんに感謝し、ま

憶していま丸 よい意味で社会勉強に  た皆々様といつかお会いできますことを

なっていたのではと思いま魂 道路が出  楽しみにしておりま茂 末永く宜しくお

来る前の昭和の時代、砂浜で海が沖ま  願いいたしますЪ広告研究会様のご多

で見えた景観は自然そのもので目に焼  幸と益々のご発展をお祈りしまして、想

き付いていますが、今は残念ながら失わ  い出の記に代えさせていただきま魂

れつつありま魂 むかし砂浜で納涼フォ

ークダンスの準備で夕方になると穴を

掘り、ファイヤの薪、油、海からバケツで

内藤智恵子

※編集部付HE(第 1回キャンプストア時12歳 )

恒例 館山ホームカミングデイ 夏祭り 三軒町盆踊り大会

毎年お盆休み期間の最終土曜日(今年は8月 r日 )は、OB・ OGたちの「館山ホームカミングデイJ

としてキャンストから徒歩10分の三軒町夏祭りに参加していま魂 現役学生も立教浴衣を着て、懐

かしの館山音頭 (小唄)を踊るのが恒例。今年は現役10数名、OB。 OG15名 の参加となりました。

来年はみなさん1どうせ行くならこの日ですよ。

平成31年度OB・ OG総会を開催
4月 20日 (上 )18時より、立教大学内のセントボールズ会館

にて、平成31年 噴の立教大学広告研究会OB・ OG総会が開

催されました。

冒頭、生稲会長からのご挨拶では、平成30年秋に開催し

た65周 年記念 7ヽ 一ティーヘの謝辞が述べられました。また、

今回は会則の改定として、事務局住所の変更、慶弔規定の変

更が承認されておりま■

総会後は、同会場にてお楽しみの懇親会。ここではOB・

OGも 現役も同じ広研同志、テーブルを囲んで、年の差を超

えた交流で盛リトがりました。
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INFORMA丁 10N
大切 なお知 らせ /OB・ OG交流

令和最初のオータムフェスティバルですし初めてのご

参加も大歓迎で魂 どうぞお気軽にお越しください。

●日時 :

11月 16日 (土)18時開始

●場所 :セントポールズ会館

●会費 :5,000円  前回の様子

OB・ OG会 の維持運営には皆様からの会費が不可欠で現

近年会費納人額が減つてきており、このままではOB・ OG会

の運営に支障をきたす事となりま魂 同封しました振込用紙

にて会費の振込を何卒よろしくお願い中しLげま■

※会費の自動振り込み及びすでに今年度会費を振り込み済み

の方には振込用紙を同封しておりません。※お振込みされたの

に、振込用紙が同封されていた場合は何卒ご容赦ください。

広研マスターズを開催
前回は大雨で流れ1年ぶりの大会になりました。前回優勝者の高岡さん(S50卒 )と 久高

さんlま ]週 間スコ■トラ)ド F〕 全貰オーず〕
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それで8月 から1カ月以上入院でマスターズ参加を諦めていましたが、4月 にブレーして

みてどうにかいけそうだと本人も自信がないけど参加。結果、51と42で前半の悪いスコア

をはねのけて勝利を勝ち取りました。(S50卒 峰岡恒之)

●第23回広研マスターズDATA  2019年 5月 6日 (月・祝)久能cc

優勝 :久高健寿(S49年 卒)

準優勝 :桜井和子 (S51年 卒)

ベスグロ:平川清人 (S43年 卒)

ブービー:藤原秀三 (S46年 卒)

「舟遊び夜話」
その日、5月 14日 。厩橋の上には粋な小糠雨が霞むように優しく降っておりました。隅田

川に日をやれば、右前方にスカイツリーが、その左奥には浅草が臨めま魂 耳をすませばツ

トンシャンの音が聞こえ、野討間も欲しいかなと言う雰囲気。橋のたもとには4時30分 に乗

り込む貸切の屋形船が静かに肪っておりまtと 、そこに風情ものかわ賑やかな一団登場。

言わずと知れた広研OBOG会有志の面 。々記者も遅れじとタラップヘ。 2日寺間半の勿レージ

ングは新鮮な種油で揚げた江戸前天ぶら、お刺身、エトセトラに飲み放題 |。 涛泣と泣ける

船旅メニュニで魂 さすが幹事さん、アスビと闇営業には減法ツヨイ!。 隅田川、東京湾は観

光名所がいっばい。船中ではお酒がいつばい。肩を組み差しつ差されつ御返杯の和やかさ

は、すっかり相互介護訓練となっておりま魂 そして胃腸と膀眺と大きな脳味噌の戦いはあ

っという間に過ぎて行きました。帰り船は、雨もすっかり上がった美しい夕焼けとし″rンボウブ

リッジのシルエットをお土産に母港底橋へ。別れを惜しむ連中はカラオケで闇に吠える算段

で魂 この夜、有志はそれぞれ5年以上、数十年まで若返ったと言いま魂 (43:麒獅・記)

広研つBOG第3次なにわB級グルメツアー 平成31年4月 18日～19日

今回3回 日を迎える「大阪B級グルメツアー」。大阪在住の私 `浪速のマーボ='がご案内したデ

ィープな大阪庶民の味は…・千日前吉本新喜劇なんば花月横「わな力Jの たこやき。梅田お初天

神通り「ゆかりJのお好み焼き。通天閣 ド「ダル利 の串力)ス 道頓堀フグの看板「ずばらや」のてっ

ちり。鶴橋焼肉街「大倉J「アジヨシ」の炭火焼肉。お初天神境内奥「瓢亭」のゆず入リタ霧そば。

阪神百貨店地下「大阪名物いか焼きJ… たべた、食べたl食べるばかりではありません。しつか

りと大阪のお勉強もしました。橋 ド徹大阪市長の大阪市役所。はたまた在日韓 l■ 人の案内で

鶴橋御幸通り商店街のキムチお上産。曽根崎心中で有名なお初天神(露天神 )。 菅原道真公を

祀る天満の天神さん。聖徳太子建立の四天・E寺 さん参拝や、千日前法善寺の水かけ不動さん

に長生きの願かけもしました。水の都の風景は自称“藤原紀香"ガイド嬢の爆笑水陸両用ダッ

クッアー。上方落語家の道頓堀リバー勿レーズで大阪ドーム、中之島、グリコの看板を川面からの眺めを堪能。あべのハルカスはあい

にく雲の中。締めには北新地イケメン 二ヾで女性陣に喜んでもらい、心斎橋のジャズバニではちょっと洒落た大阪を見てもらいました。

さて、平成最後の今同ツアーの2日 目はあえて春の大潮で日程設定した「貸切バスでの鳴門うず潮J大迫力の最大級うず潮 を船 Lか ら

眼前で観測 し一同大感激 !!次 回は2025年 大阪万博で、もっとおもろい大阪見てもらいまっせえ。(S49卒 藤井勝之 )

出席者 :S41卒 :阿部慣二郎、小関武、若尾員、S43卒 :久原信子、佐藤宏子 杉山百合子、山崎Eh子、S47卒 :箕輪正則、S49卒 :石橋幸治、岸秀雄、杉本誠二、古山滋f
藤井勝之、S50卒 :山 内信明、S56卒 :―1丼秀典 以 卜15名

●HPアドレス:www.rikkyo ad― ob.jp

メン ―ヾ専用ページ ●ユーザー名:rikkyo ad― ob ●パスワード:koken007

11月 16日 (土)18時～

オータム フェス ティバ ル の ご案 内
年会費3,000円 振込のお願い


