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令和2年度OBOOG総 会

開催のご案内

●日時:4月 25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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館山市復興支援寄付金報告/現役学生の活動報告

館山市復興支援寄付金のご報告
このたびは寄付にご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。

館山市への復興支援金

みずほ銀行 銀座中央支店(店 番号125)

口座名義 立教大学広告研究会OB会

普 通預 金   1259824

昨年の台風15号、それに続く台風。大雨で

館山市を含む千葉県全域では甚大なる被害

がありました。OB・ OG会ではキャンプストア

でお世話になってきた館山市に対して、少し

でも復興のお手伝いが出来ればとの思いか

ら、オータムフェスティバルでの寄付のお願い、

各年度幹事を通じて会員の皆様へのメール等

での声掛けの結果、120名 を超える会員の皆

様から120万 円の寄付を募る事ができまし
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これまでOB・ OG会 にあまり参加してもらえ

ていない平成世代のOB・ OGの皆さんからも

ご寄付をいただきました。改めて昭和・平成

を通してキャンプストアに対する皆さんの熱い

思いを感じました。

これを受け、1月 23日 に会長と事務局長が

館山市役所を訪間、金丸市長に寄付金をお

届けしてきました。当日は毎日新聞、千葉日

報社からの取材もあり生稲会長からは、我々

の館山に対する熱い思いを伝え、一日も早い

復興をお願いしてきました。

OB・ OG会では引続き、館山市に対する復

興支援を行つて行く予定で丸 ご賛同いただ

ける会員の皆様におかれましては、左 .・L口 座

にお振込みいただけたら幸いで■

本寄付につきましては新聞記事に掲載の他、立教大学校友会のHPに も掲載を頂いていま魂

OB・ OG会も昭和卒から平成卒へのバトンタッチの時期にきていると思いま魂 昭和卒、平成卒、令和卒のOB。 OGが これを機会

に絆を深められたと思いま魂

ミス・ミスターコンテスト報告
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OB・ OG会では毎年、ミス・ミスターコンテ

ストに対して協賛と審査員参加 をしてきていま

すが、昨年も、11月 3日 に開催されたコンテス

トに藤原副会長が審査員として参加 し、第 36

回のミスターとミスが選出されました。キャン

プストアと両輪 の本イベ ントにも会 としての支

援をしていきたいと考えていま魂

広告講座成果プレゼン報告

OB・ OG会では、毎年広告講座のサポートを

行ってきておりま丸 昨年は「立教大学の魅力J

というテーマで2回 の講座を実施、そこで出た成

果を大学側にブレゼンしてきました。当日は現

役の研究局長佐々木さんと副研究局長の鈴木

さんが、学生部の桂様に対し学生の側から考え

る立教の魅力と大学に対する提案を行って参り

ました。
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オータムフェスティノウレ開催報告/キ ャンプストア・ホームカミング

第9回オータムフェスティバル開催
2019年 11月 17日 (土)於:セ ントポールズ会館
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11月 17日 (土 )、 セントポールズ会館にて、毎年恒例のオータ

ムフェスティバルを開催。

会に先立って、年度幹事会を開催し、令和元年の台風15号、

19号等で甚大な被害を受けた館山市にOBOG会として寄付し

たい考えを生稲会長より発表し、承諾を得ました。

さて、話はオータムフェスに戻りま魂 参加者はOBOGが 27

名、現役が26名。初参加となるOBも いらっしゃいました。林さ

ん(S60年卒)の司会により軽快に進行。立食スタイルで現

生稲会長のご挨拶、続いて歓談へ。例年通り、OBOGと現役

学生が入り混じってゆっくり話しま魂 今回は、林さんの力作、

キャンプストア65年を振り返る映像を見ながら、皆さん懐かし

い気樹篭素写勧 にしてもt映像紫媚市いスてBOGは若|…
キャンスト初期や平成に入ってからのお店の違いや慣習の違い

を話すきつかけにとなり、話に花が咲きました。

その後、歓談を挟んで、今度は現役学生からの活動報告映像

で現 キャンプストス ミスコネ 研究などを熱く説明してくれま

した。

さらに歓談は続き、いよいよ年度別OBOGの ご挨拶で現 人

数の少ない年度から、代表挨拶を譲り合うほど参加の多い年代、

今回平成卒は1名 のみという寂しい状況でした。

現役学生たちの挨拶に続いては、新OBOGとなる4年生が

登場。生稲会長から、記念品のクオカードと(念には念を入れて)

OBOG会費の振替用紙も手渡しました。

最後は、アナウンサーの石橋先輩 (S49年 卒)の力強いエール

にこたえる形で エール 校歌斉唱、万歳三唱を行い、閉会。
~サ

莉て正ЮCと現役学生の二は 令禾口

…

も変わりま

せん。呑み足りない面々は、二次会に向かいました。

口馴副Щ お手軽夏の館山 夏祭り

●参考プラン

<往路>東京駅 Or新宿バスタ発(各 自)=館 山着(キャンプストアや北条海岸でご自由にお過ごし下さい)18:00=三軒町夏まつり参加 (任意)キャンプストアから徒歩12分

<復路>館山バスターミナル発(各 自)=お好きな時間にお帰Kださい。(キャンプストアから徒歩6分 三軒町・夏祭り会場から徒歩6分 )

往路> 出発地 館 山着

新宿 なのはな バスタ新宿

東京駅 八重洲

新宿 なのはな 3号 バスタ新宿

なのはな 7号 東京.ER八重洲

なのはな 9号 東京駅 八重洲

11号 東京駅 八重洲

新宿 なのはな 5号 スヽタ新宿

新宿 なのはな 7号 夕新宿

く復路 > 至1着池

新宿 なのはな スタ新宿

東京駅 丸の内

東京駅 丸の内

新宿 なのはな 夕新宿

なのはな 50号 東京駅 丸の内

新宿 なのはな 22号 夕新宿

52号 東京駅 九の内

キャンプストア・ホームカミング 2020年8月 15日 (土 )

東京⇔館山 高速バス 往 復 5,200円 ●チケットは各自お求めくださしヽ ●ネッ暉 入で割引があります。
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大切 なお知らせ

令和になって初めてのOB。 OG総会で魂 これまで出席されている方はも

ちろん、気に掛けていた方、初めての方もこの機会に是非お待ちしており

ま魂 特に平成世代の皆様、同期の仲間を誘ってお気軽にご参加ください。

●日時 :4月 25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

前回参加者の平均年齢は68才でした。ぜひ平成世代

の皆様もご参加をお待ちしておりま魂

●日時:5月 6日 (水・振替休日)

●開催地 :久能カントリー倶楽部(千葉県)

●プレー費:21,000円 (予定)

キャディ、 昼食付(予定)

●幹事 :久高健寿(S49卒)09043900579

OBoOG会の維持運営には皆様からの会費が不可欠

で魂 近年会費納入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現 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

願い申し上げま現

※会費の自動振り込みの方には振込用紙を同封して

おりません。

「49年卒中心新年会」

1月 24日 (土)千歳烏山「HANA」 にて開催

参加者 :小 関(S41卒 )佐藤、森(S43卒 )喜久、小林(S48

卒)飯 田(HANAオーナー)、 石橋、草野、杉本、高橋、中

山(名 古屋から)、 藤井(大 阪から)、 古山、寺尾(日 本酒寄

贈で参加 )、 岸(S49卒 )落合(佐野から)、 山内(S50卒 )、

小沢、松川(S51卒)敬称略 18名 参加

来年度 (4月 )の新OB。 OGをご紹介
「令和卒」OB・ OGのメンバこで魂

遠矢 拓隆

城間 穂乃香

和賀井 燦円

岩澤 郁和子

高橋 和夏子

三宅 一生

佐藤 凛弥

末木 美穂

委員長兼第65回キャンプストア店長

運営副委員長

第34回 ミスコンプロデューサー

研究局長

一般会計・プレスエージェント

営業副店長

PR・ クリエイター・記録

web局長・合宿長

※言卜報のご連絡は事務局のメールアドレス(administrator@rikkyo ad objp)ま で。

令和2年度OB00G総会開催のご案内

広研ゴルフコンペ 第24回「ザ 0マスターズ」
・
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