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平成26年（2014年）緑丘会札幌支部

さわやかな初夏の季節を迎えました。
本年の年次大会を右記の要領にて開催致します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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印　刷…■岩橋印刷株式会社

宙
平山幹昌〈昭和28年卒〉

申込み
緑丘会札幌支部
☎/FAX: 011-231-6900
MAIL:ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp

●と　き　平成26年6月14日（土）

●ところ　札幌全日空ホテル 3階 鳳の間
　　　　 （中央区北３条西１丁目 ☎011-221-4411）

●会　費　5,000円

●プログラム

　16：30　ミニコンサート（グリークラブOB）
　17：00　札幌支部年次総会
　　　　  懇親会＆新入会員歓迎会　

●ご招聘

　片岡　正光　前特任教授

　北川泰治郎　准教授
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　小樽商科大学は、1911年、わが国第5番目の官立高等商業学校と

して、この緑丘の地に開学しました。「外国語に通じ、高い倫理観をもっ

た職業人」を養成するという初代校長渡辺龍聖の教育方針のもと、本

来の実学教育に加えて、北の外国語学校と称されるほどの充実した語

学教育や広範な教養教育を重視する（「実学、語学、品格」の教育方

針）、全国に類のないユニークな高等教育機関として、戦後の新制大

学を通じ100年の歴史を刻んできました。教育研究面での貢献や伝統

に対する自負は、「北に一星あり　小なれどその輝光強し」ということば

に象徴されています。

　本学は、100年の歴史のなかで、経済界のみならず、官界、学界、

文学・芸術界など社会のあらゆる分野に有為な人材を送り出してきまし

た。高い実績は、いわゆる大学ランキングにおいて何度か評価されてい

るとおりです。そして、忘れてならないのは、本学の伝統やブランドが、

OB・OGの社会での活躍によって作られてきたということです。その

OB・OGによる同窓会、公益社団法人緑丘会は強い結束力・組織力

と母校愛により長年にわたり本学を支えてきました。同窓会と大学の連

携の強さでは、本学は最も進んだ大学の一つです。緑丘会は、大学生

活を通じて諸君を支援し、諸君の成長を支えます。卒業して仕事を持っ

たとき、緑丘会の存在の大きさに必ず気がつく筈です。緑丘会は常に

諸君の側にある心強い味方です。	

緑丘会と小樽商科大学

小樽商科大学
学　長

和　田　健　夫
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今年は、会場を札幌全日空ホテルといたしました。
昭和から平成まで幅広い世代の同窓が一堂に会し、ご歓談いただければと思います。

総会に先立ちミニコンサートを予定しております。小樽商科大学グリークラブＯＢの皆様の素晴らしい
歌声をお楽しみください。
ゼミの先生は、化学の特任教授でいらした片岡正光先生、ビジネス創造センター准教授の北川泰治郎先
生をご招聘いたしました。おおいに語らい、交歓していただければ幸いです。
ご同期・クラブ・サークル・寮・職場等あらゆるご縁をお誘い合わせの上、多数のご参加をお待ちして
おります。

お席の準備がございますので、6月7日（土）までに、各年度幹事、または支部事務局まで卒年とお名前を
ご連絡の上、お申込みください。
会券は下記、または支部ホームページからダウンロードしてご利用ください。
当日は受付が大変混み合いますので、できるだけ事前にお申込みの上、会券をご持参くださいますよう
お願い申し上げます。

平成26年
緑丘会札幌支部年次大会のご案内

お名前

ご卒年

●と　き 平成26年6月14日（土）
ミニコンサート 午後4時30分～
総会・懇親会 午後5時～

●会　費 5,000円 

●ところ 札幌全日空ホテル 3Ｆ 鳳の間
（中央区北3西1　☎011-221-4411）

平成26年（2014年）緑丘会札幌支部　

（  昭 ・  平  ）　　　　　　　年卒

ご住所

電話・アドレス
（ 自宅 ・ 勤務先 ）

以下、初めてご参加の方、変更のある方はご記入ください。

所属ゼミ・部・サークル

キリトリ線

と　き

会　費

交　通

ところ

平成26年6月14日（土）
ミニコンサート：午後4時30分～
総会・懇親会　：午後5時～

５,０００円（当日受付にて承ります）

地下鉄さっぽろ駅21番出口　徒歩1分
ＪＲ札幌駅　徒歩7分

札幌全日空ホテル 3階 鳳の間
（中央区北３条西１丁目　☎011-221-4411）
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　平成２６年３月末日をもって、２期６年間の学長の任期を終え退任いたしました。教員、副学長の期間を含め、緑丘

会札幌支部の皆様には大変お世話になりました。改めて心より感謝を申し上げます。

　私は小樽出身で、子供の頃より商大生を特別の存在、憧れの対象として見てきました。その自分が、商大の教員と

なり、まして学長になることなど夢にも思いませんでした。いまだに、胡蝶の夢ではないかと、ふと思います。商大は、本

当に私の人生そのものであり、幸せな仕事をさせてもらいました。

　学長在任中の出来事としては、なんと言っても創立百周年記念式典等の記念事業がもっとも思い出に残ります。百

周年記念事業の一貫として、商大精神の形成に大きな役割を果たしてきた学寮を復活できたことは、ひとえに緑丘諸

兄諸姉のあつい思いと、ご支援のおかげです。輝光寮がこれからどのように新たな寮文化を、そして商大の精神を作り

上げていくのか、とても楽しみです。

　一方で、一昨年５月に本学グラウンドで発生した飲酒死亡事故については大きな悔いが残りました。この事故は全国

的に報道され社会問題ともなり、緑丘会には多大なご心配とご迷惑をおかけしました。改めてお詫び申し上げます。私

の在任中に発生した事故であり、在任中に何らかの形で解決を図りたかったのですが、かなわず、現学長の和田先生

のもとで和解に達することができ、安堵しております。和田学長には、感謝するばかりです。

　商大を離れましたが、今後は同窓、緑丘人とし

て商大を様々な形で応援していきます。今後とも、

どうぞよろしくお願い致します。

商大は私の人生そのもの

小樽商科大前学長

山　本　眞樹夫
（昭和47年卒）
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　５年前に札幌グランドホテルで行われた年次大会
が、卒業して以来、初めての札幌支部行事への参加
でした。それまで、年２回もこうした行事があるこ
とは知りませんでした。
　この時、当時、途絶えていた応援団を復活させる
機運を高めるため、会の終盤に第74代応援団副団長
だった私が、40歳を超えた身体にむち打ち、胡蝶の
舞型と若人逍遙の歌のエールを披露するためステー
ジに上がりました。ステージから降りた後、会場内
で懐かしい先輩、後輩と久々に再会しましたが、200
人以上は参加者がいた中で、その先輩、後輩らは１
つのテーブルに集まっており、若いＯＢの参加が少
ないなと漠然と思っていました。
　時は流れ、平成24年末、所用で札幌支部を訪れた
際、新年交礼会への参加を事務局の方からお誘いさ
れました。私は、知り合いをたくさん誘って参加し
ますと返事をしました。
　私は、現役時代に弓道部、体育会、応援団、学生自
治会、商大生協に所属、４年目以降、緑丘祭を盛り上
げようと相撲大会を開催、以降年６場所実施、その
後、国技館での試合出場、オタゴ大学への遠征、その
都度、新聞やＴＶ取材も受け、６年も在籍していた
ので、それなりに知り合いはいると思っていました。
　そして、大学時代の友人や職場の知り合い300人
に声を掛け、平成25年2月の新年交礼会当日を迎え
ました。蓋を開けると参加者は240名でしたが、私が
声を掛けて参加してくれたのは10人足らずで、平成
卒以降は20人程度で２テーブルだけでした。
　これだけ声を掛けてもこの程度の出席で、残念な
思いの中、会終了後に直会、３次会へと流れました。

ここで意気投合し、この場の方とは、同窓で集まる
楽しさを共有できたので、この輪を広げていこうと
思いました。
　次の６月の年次大会前には、周知する方を増やす
ため、フェイスブックに登録し、同窓の方と積極的
に友達になりました。結果、年次大会に約150名の参
加のうち、初めて行った２次会には40名程度の参加
がありました。
　その後も、小西さんや寺井さんらと有志で暑気払
い、収穫ＢＢＱ祭、クリスマス会と続けるにつれ、声
を掛ける人数も増えていき、２月11日の新年交礼会
では、1,000人以上にご案内ができ、結果、300人近い
参加のうち、平成卒以降だけで10テーブルになりま
した。お子さんを連れて参加してくれた方が3名も
いたり、初めてお会いする方にご挨拶に回ると、皆、
楽しそうに談笑していて、非常にうれしく思いまし
た。その日は、有志主催で２次会も開催しましたが、
約100人が参加し、その多さに会場内での集合写真
も撮れなかった程でした。
　こうした行事で知り合った方のほとんどは、卒業
してから初めて会った方が多いのですが、サークル
やゼミ等で、共通の知人も多く、話題に事欠くこと
もありません。また、一度参加された方が知人を連
れてきたりし、最近は、会合の度に知り合いが増え、
輪が広がるのを実感します。
　これを読んだ皆様が、６月14日（土）の年次大会に
同期、職場、サークル等の方を誘って参加し、ぜひ、
お話ができたらいいなと思っています。札幌近郊に
はお会いしたことのない同窓の方が大勢いると思い
ます。

札幌支部と関わり始めて
八 十 島　　忍
（昭和62年入学）

今年の新年交礼会のスナップ
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　私達は同期入学です。昭和60年、小樽商大に入学

し庭球部で出会いました。

　商大のＯＢ・ＯＧ諸氏にはコンパの二次会といえ

ば「マルジェ・ナオ」と、懐かしく思い出される方も

多くいらっしゃるのではないでしょうか？

　私たちの学生時代はいつも「マルジェ」と共にあ

りました。

　コンパの二次会に限らず、練習が終わってから「ま

る太」や「五香」でご飯を食べて、即「マルジェ」。ゼ

ミ（石原定和先生／証券市場論）の後に「金太」や「ひ

さご」で軽く打ち上げ、また「マルジェ」。特にイベ

ントが無い時も気が付いたら、あらっ？「マルジェ」。

そして仕上げは「はつ花」「久松」「福富軒」。

　今でも度々夫婦でママに会いに行っています。

　階段を上がって扉を開くと「いらっしゃい！」と

満面の笑みは今も変らず、小樽の街と商大をこよな

く愛し、豊富な記憶から色々な逸話が飛び出します。

　小樽商大の「隠れ生き字引」のような方で、手作り

の美味しいお通しも格別です。

　夫婦で商大というのは、とても楽しく有難いもの

です。

　学生の時は何も考えずにただひたすら呑み、話し、

泣き、笑っていました。

　卒業して時間を経た今、小樽商大と「マルジェ・

ナオ」のネットワークの素晴らしさを改めて体感し

ています。

　卒業後十年以上経ってから初めて親しく話せた同

期ができたり、あまりお話ししたことがなかった先

輩がカウンターに居られお近付きになったり、懐か

しい同胞に偶然会えたり等、「商大卒×２」によって

人間関係がドンドン広がっていきます。

　最近では緑丘会札幌支部のお誘いで私達はもとよ

り子供達までイベントに参加させていただき、小樽

商科大学の絆を益々強く感じております。

　小樽の花園に在住しております。

　皆様、「マルジェ・ナオ」でご一緒にいかがですか？

商大入学から３０年を前に
谷　口　晶　彦・知　子（旧姓：西）

（昭和60年入学）

−夫婦で緑丘人−
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図書館リニューアル

　平成26年2月、本学附属図書館は、約半年間の改修
を経て、2階、3階のフロアーを全面リニューアルしま
した。2階は、従来、開架式図書と自習机が配置され
ていましたが、今回その様相を一変させ、アクティブ
ラーニング（能動的学習）エリアとして生まれ変わり
ました。今までの、静かな環境のもとで図書・資料を
検索し、閲覧・自習するという場から、ICT機器やホ
ワイトボード等を用いてグループワークや討論会を
行うラーニングコモンズ（協働学習の場）へと大きく
変わったのです。
　大学の授業方法も、アクティブラーニングへ向けて
大きく歩み出し、本学はその先導的例として全国的に
注目を集めていますが、今回、図書館もこれに対応し、
学生の主体的学習を支える機能強化を果たしたわけ
です。
　このように2階フロアーは、協働的なアクティブ
ラーニングによって学生の知的関心や能力を新たに
引き出す事を目的としていますが、他方で、個人が静
かで落ち着いた雰囲気の中で、授業の準備や理解を高
め、また深く思索し、論文やレポートの執筆に取り組
める場が必要なのは、いうまでもありません。これを

目的として、3階フロアーはプライベート学習エリア
として全面改修されました。ここでは学習用図書や未
製本雑誌などが配置され、学習用の席はすべて個席で
あり、無線LANの利用も可能とされています。このよ
うにして、新図書館は、2階と3階の機能を明確に分け
た点に特色があります。
　以上のようなメインとなる改修とともに、図書館事
務は2階に集中され、学習支援カウンターも設けられ、
学年ごとに担当司書を配置するクラスライブライア
ン制度を活性化させようとしています。
　社会がどのように変化しようとも、大学は知的拠点
であり、図書館はその象徴的存在であり続けます。知
的基盤社会といわれる現在、緑丘同窓の皆さんが、本
学図書館を大いに活用されることを願っています。
　なお最後に付け加えさせていただきますが、緑丘同
窓の皆さんに、図書（基礎的なシリーズもののバック
ナンバーなど）寄贈のお願いを『緑丘』誌上で行って
います。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたし
ます（詳しくは、電話0134-27-5272、メールouc-lib@
office.otaru-uc.ac.jpへお問い合わせください）。

本　　　社 〒063-8580  札幌市西区西町南18丁目1番34号　TEL（011）669-2500　FAX（011）669-2600　http://www.iwahashi-printing.co.jp/
東京営業所 〒100-0003  東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビルB4F　TEL（03）6267-7026　FAX（03）6267-7096

電子ブック
Digital book

のご提案

PDFから
手軽に電子ブック作製

2F…
オープン学習スペース

2F…
学習支援カウンター

2F…学習アトリエ

3F
プライベート
学習スペース

小樽商科大学附属図書館長

大　矢　繁　夫
（昭和47年卒）
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中　里　　　豊
（昭和31年卒）

福　井　芙美子
（昭和54年卒）

ゴルフの思い出 女子部会報告

　半世紀にも及ぶ長い私のゴルフの中で最も印象深いの
は、ゴルフ発祥の地スコットランドのセントアンドリュースのオー
ルドコースで、32年卒の中村典雄さん他数人の友人とプ
レーする機会を得たことです。1年前からの予約で得られた
チャンス、リンクスのあるがままの自然を生かし、灌木が生い
茂り、伸び放題のラフ、深いバンカーが点在した難コースの
印象で、まさに自然との闘い、自己との戦いのゴルフの原
点、この二つが体験できるこのコースは正に世界のゴルフ
コースと強く感じました。その折に祖父・父と三代にわたる
高き誇りを持った私のキャディ（ボーイ）が、プレー中に私の
打球がショートしてグリーンに届かなかったのを、「キャディか
ら聞いたグリーン迄の残りヤード数が実際より少なかったの
ではなかったか」の私の呟きを耳にした後からは、そのキャ
ディは残りのホールの全てを歩測してから云うのには恐縮し
たのでした。
　かつて全日空オープンゴルフトーナメントに私が幸いにもア
マチュアとして参加するチャンスがあった時のことです。プ
レーの第1日目は、当時人気絶頂であったジャンボ尾崎（将）
プロと同じ組でプレーできました。前の組でプレー中の草壁
プロと異なり、ジャンボ声援の大勢のギャラリーはじめ報道
陣・カメラマンが取り巻く中で、1番ホールのグリーン上で私
が最初のパターをする瞬間、過度の緊張（イップス病？）の
影響でありましょう、私の両腕が全く動かなくなり、驚き、久
しく間をおいてパターをやり直す異例な出来事を体験したも
のでした。
　今一つ、ゴルファーの夢とも云われている、自分の年令
以下のスコアでラウンドするエージ・シュートを、私は札幌ゴ
ルフ倶楽部の同じコースで、同じ公式競技に於いて、初回
達成から6年後の一昨年に再度達成するという、ラッキーな
事を思い出します。
　私は傘寿を迎えた今も元気でいられるのは、多くの友人
と楽しく、且つ長い時間歩いてプレーするゴルフのお蔭であ
ろうかと感謝している昨今です。

　平成24年10月にスタートした女子部会は活動２年目に
入りました。
　今年度は最初に下記のセミナーを予定しております。
　皆さまのご参加をお待ち致しております。
日時：平成26年8月2日（土）10：00 ～12：00
講師：		佐藤等氏（昭和59年卒）
　　　　　　佐藤等公認会計士事務所代表　　　　　
会場：札幌サテライト中講義室
内容：岩崎夏海著
　　　	「	もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの

『マネジメント』を読んだら」
　　　をテキストに活用したワークセッションを予定

　これまで講演会、講習会、交流会等を行ってきました
が、中でも「小樽案内人検定」の勉強会は、２級６名、１
級４名の合格者を出すことが出来ました。
　初対面であっても共通の思い出や新しい発見で大いに
盛り上がり、話が本題から離れて肝心の勉強がお留守に
なることもありました。勉強会を通して、初めて知る小樽
の素晴らしさが多々あった事が、受講生共通の思いです。
　勉強会は今年度も実施致します。
　検定試験が3月ですので、勉強会は月1回のペースで10
月頃から5回実施。札幌サテライトの会議室で行います。
興味をお持ちの方は是非、事務局までご連絡をお願い致
します。
　また昨年度は「若手有志の会」との連携で若い卒年の
OBの方 と々のご縁が繋がり、とても大きな活動を行うこ
とが出来ました。昨年共催致しましたクリスマス会を、今
年も12月上旬頃に計画しています。こちらも宜しくお願い
致します。
　最後に、昨年6月に緑丘会女子部会のfacebookを立ち
上げ交流の拡大に努めています。
　是非一度ご覧くださいますよう、お願い致します。

https://www.facebook.com/OtaruUniv.OG

当時のセントアンドリュースオールドコースホテル前で 昨年のクリスマス会でのおたるクイズの様子
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札幌緑丘囲碁クラブ
平成26年の活動報告・計画
<例　　会>	 ○2月16日（日）第一回定例会兼総会実施　30名　上村囲碁道場

… ○第二回定例会　5月18日、……第三回定例会　9月21日、

… 　第四回定例会　11月23日　いずれも於上村囲碁道場を予定

<知事杯戦>	 ○3月…2日（日）春季知事杯戦　一部リーグAチーム　3位

… ○3月30日（日）春季知事杯戦　二部リーグBチーム　5位

… ○9月〜11月…… 秋季知事杯戦　一部リーグAチーム　出場予定

　　　　　　新入会、また奮って知事杯戦に参戦したい方をお待ちいたします。

平成26年ゴルフ会日程
開催日 コース名 スタート時間 備考

５月５日（祝・月） 茨戸ＣＣ ８：０７ プレー料金　10,390円
☎０１３３－６４－２１１５　７組

７月１９日（土） 札幌国際ＣＣ島松コース １２：４３ プレー料金　12,500円
☎０１１－３７６－２２２１　６組

８月８日（金） 小樽カントリー倶楽部新コース ８：０３ 昨年度プレー料金　12,645円（交渉中）
☎０１３４－６２－５０５０　10組

９月23日（祝・火） 札幌ＧＣ由仁コース ７：０７ プレー料金　12,330円
☎０１２３－８３－２７７７　７組

・今年度も昨年同様年4回開催とします。
・５月例会はダブルペリア、その他例会は申告ハンディ戦を行います。
・……使用ティはレギュラーティですが、満70歳以上の会員は、シルバーティを設けます。希望によりど
ちらかを選択出来ます。（HCはレギュラーティ選択時と同等）
・……各例会はすべて支部長杯争奪戦とします。なお、各回優勝者に支部長杯を贈呈し、取り切り戦
は行いません。
・……会費は３,０００円とします。（昼食・賞品代に充当）但し、午後スタートとなるコンペは２,０００円と
します。（食事は出ません）

緑丘会札幌支部…　☎/FAX：011-231-6900　　MAIL：ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp

競技方法

お問合せ

2014年度緑丘サテライトセミナーは、夏と秋に２回、開催予定です。
詳細が決まりましたら、支部ホームページなどでお知らせいたします。

緑丘サテライトセミナー委員会
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同期会・行事のご案内
小樽商科大学昭和39年卒業　50周年記念同期会のご案内

小樽商科大学77年入学　同期会のご案内

日　時▶	１　平成26年9月24日（水）　午後５時

	 　　集合場所　　グランドパーク小樽

	 　　（小樽市築港11番3号　☎0134-21-3111）

	 ２　平成26年9月25日（木）　大学訪問・観光他

	 ３　平成26年9月26日（金）　ゴルフ会

　　　　　　　　　　　　　コース等は参加者と協議します

その他詳細につきましては６月中旬に最終決定し改めて

ご案内申し上げます。

照会先▶幹事代表　　廣瀬　　　勲　（☎011-667-4035）

　　　　　　　　　　三宅　佑太郎　（☎011-375-4654）

日　時▶2014年7月19日（土）　18:00より

場　所▶京王プラザホテル札幌

　　　（中央区北5西7　☎011-271-0111）

会　費▶一次会：7,000円　二次会：3,000円

幹　事▶八反田康一、近江秀彦、堀川政司、中野文雄

　　　　山田泰行、近藤（旧姓花田）朋子、工藤正志

連絡先▶八反田（hattanda@hokkaido-mazda.co.jp

　　　　　　　☎011-221-5332）

　卒業30年の節目として2011年10月に同期会を開催してから、早いもので3年が経ちます。前回は出席出来なかった方も多いと

思いますが、3年ぶりに77年入学の同期会を開催したいと思います。ご友人、ゼミ・サークル仲間など、皆様お誘い合わせの上、ご参

加くださいますようご案内申し上げます。

　2014年6月15日（日）、おたる運河ロードレース大会が開催されます。小樽色内ふ頭を9時にスタートします。参加学生200人、

和田健夫新学長、和田良介先生も出場されます。エントリーは既に終了しておりますが、小樽港の潮風を満喫しながらの応援、ご観

戦に、ぜひ足をお運びください。

と　き▶2014年6月24日（火）～29日（日）　ＡＭ10：00 ～ＰＭ6：00（最終日はＰＭ4：00まで）

ところ▶ギャラリー大通美術館（中央区大通西5　大五ビル）

第26回おたる運河ロードレース大会　開催のお知らせ

丘美会絵画展2014

第100回対北大総合定期戦　対面式 

小樽商科大学応援団第百代祝賀大会 

  6月22日（日）　大通公園6丁目で開催します。
大通公園での開催は1996（平成8）年以来、実に18年振りです。  

10月12日（日）　午後より小樽市民会館で商大応援団の百代を記念する大会を開催します。

いずれも詳細が決まり次第、支部ホームページ等でご案内申し上げます。



緑丘会札幌支部は、会員の皆様の会費によって運営されています。
　緑丘会本部会費とは別に、札幌支部会費として年額3,000円を申し受けております。3年分、5年分とまとめてお支払いになりますと

お得な割引制度もございます。是非、支部会費の納入にご協力をお願い申し上げます。
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　「緑丘さっぽろ」も、今回が第９７号の発刊となりました。今

年の新年交礼会には、平成年度卒の同窓生が、初めてと言って

いいほど沢山の参加をいただき、その後の「有志主催」による

二次会、三次会にも沢山の参加があり、新しい変革の兆しを感

じました。平成26年年次大会は、会場をホテルに変更し、より

一層の参加者をお待ちしています。また、支部では、以前の臨

時の活性化委員会の後を引き継いで、総務・広報合同委員会

による「支部の活性化」「会員の増加」を課題に提言をまとめま

した。４月１日からのホームページのリニューアル、Facebook

の活用強化などはいち早く取り組んでいます。女子部会の活動

も小樽案内人への挑戦・セミナー実施・「有志」との連携によ

るイベント実施などめざましく、今後の活動も大いに期待される

状況です。「緑丘さっぽろ」・HP・Facebookなど、広報として

のツールの幅を広げ、多くの同窓の皆さんに札幌支部活動の

状況をお知らせしていきたいと考えています。

畑山邦彦（昭和53年卒　広報・総務委員）

編 集 後 記

緑丘会札幌支部
電話／ FAX ： 011-231-6900
ホームページ　http://www.ryokyukai.com/
メール ： ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp

新幹事　ご紹介
　昨年、有志主催の会にご参加いただいた縁で、支部へ
ご入会、さらに年度幹事としてご協力いただけることに
なりました。若い世代のパワーを期待しております。ど
うぞよろしくお願いいたします。

左より、石田絵美さん（平成１２年卒）、三宅英彦さん（平成６年卒）

亡くなられた会員の皆様（平成25年11月～平成26年5月受付まで）

昭和15年	 大和　良二	 2014年 2 月20日	 ご逝去

昭和16年後	 猪野毛康榮	 2014年 1 月30日	 ご逝去

昭和17年	 鈴木　　襄	 2013年 6 月 7 日	 ご逝去

昭和18年	 松住　康二	 2014年 2 月 2 日	 ご逝去

昭和19年	 加地　　勇	 2014年 3 月11日	 ご逝去

昭和24年	 佐藤　昭蔵	 2013年 8 月 2 日	 ご逝去

昭和25年	 三浦　正義	 2014年 1 月19日	 ご逝去

昭和26年	 杉若　泰子	 2014年 3 月15日	 ご逝去

昭和29年	 渡邊　裕夫	 2014年 2 月 5 日	 ご逝去

昭和33年	 小寺　基通	 2013年 6 月 8 日	 ご逝去

昭和35年	 櫛田　　亨	 2013年12月14日	 ご逝去

昭和36年	 木村　　聡	 2014年 1 月30日	 ご逝去

昭和42年	 田辺　和夫	 2014年 4 月24日	 ご逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）

参考：リニューアルした緑丘会札幌支部ホームページ

●平成26年8月15日（金）11：59から

　小樽商科大学研究棟前の白樺林の中に建つ緑丘戦

没者記念塔には、学徒出陣で亡くなられた学生、大学教

職員347名の銘が刻まれています。

　毎年終戦記念日には、ご遺族、緑丘会関係者、教職

員、学生らが列席し、戦没者慰霊祭が行われます。

　今日の平和が多くの犠牲の上に成り立っていることを

語り継ぐためにも、皆様のご参列をお願いいたします。

緑丘戦没者慰霊祭にご参列を


