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　みなさんにとって、これまでの人生で一番大きい買い物はなんであろう

か。私の場合は、約250万円の“商大生活”である。

　「○○さんも商大生ですか！」

　社会に出て何度この言葉を口にしただろう。どの企業にも必ず商大OBが

いるような気がする。偶然にも、職場の尊敬する上司もまた商大OBであり、

緑丘会に誘っていただいた。

　緑丘会イベントでは、まるで親戚同士の集まりのような温かさがある。

「何かの際はサポートしますよ」とお力添えの言葉まで。全ては“商大生活”

をおくったことで繋がれたのだ。

　19歳のあの頃は「高い買い物だ…」と感じていたが、25歳の今、この繋が

りこそが大きな財産なのだと満足している。

吉　田　寛　香　
（平成27年卒）

巻頭リレーエッセイ
人生で一番大きい買い物
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　明けましておめでとうございます。

　会員のみなさまにはお元気で穏やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　さて、昨年は5月末に発表された「生き残りをかけた北海道国立3大学統合」のニュースで、我々も母校の将

来に対して大いに関心を抱いた1年であったのではと思います。

　そんな中、札幌支部が中心になって働きかけを行い「小樽商大ブランド推進委員会」の発足が7月の緑丘会

と母校との定例会議で決まりました。現在、母校のブランド力向上に関する提言をこの3月末に和田学長に答

申すべく議論が行われています。この詳細については、2月に発行される「緑丘　第125号」を是非お読みいた

だき、さらに多くのご意見をこの委員会に反映致したく皆様のご協力を頂けるよう願っております。

　また、2021年には母校は110周年を迎えます。記念募金のお願いも皆様のお手元に3月中には届けられる予

定です。学生への支援そしてグローカルを目指す教育支援等を支えるべく1億円の募金を目指します。皆様の

お力添えをよろしくお願い申し上げます。

　同窓会の使命は「我々卒業生相互の親睦を図ること」は勿論のこと「どんな時代になっても母校が社会から

必要とされる大学であり続けるように支援・応援を続けていくこと」と認識しております。本年もご意見を沢

山頂きながら支部運営に努めてまいりますので皆様のお力添えを重ねてお願い申し上げます。

　今年の新年交礼会は2月9日（土）です。平成6年卒の皆さんが中心になり準備をして頂いております。昨年好

評だった「緑丘蔵」の銘酒も用意させていただきます。同期の仲間・ゼミやクラブ活動そしてサークルの先輩・

後輩を誘い合って、今年の干支である勢い良き「いのしし」にあやかり、出会いの幸運で会場が一杯となるよ

う皆様のご来場をお待ちしております。

　会員の皆様のご健勝ご多幸を心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

新年ご挨拶
　−母校の発展を願って−

緑丘会札幌支部
支部長

山　田　二　郎
（昭和45年卒）
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　新年明けましておめでとうございます。OB・OGの皆様の変わらぬ母校へのご支援に篤く御礼申し上げます。

　平成の時代も終わりに近づいています。この30年は、成熟した豊かな社会を揺るがす変化の時代でした。グ

ローバル化、人口減少、地方の衰退などは、昭和の時代から予想されていたことですが、平成になってその深刻さ

にやっと気づいたということでしょうか。特徴的なのは、IoT・ビッグデータ・AIの急激な発達です。ビジネスに

大きな影響を及ぼしただけでなく、社会のありかたも変えつつあります。さらに、想像を絶する災害（大地震、水

害、津波、火山噴火、原発事故等）に見舞われた時代でもありました。自然の怒りの前に科学の無力さを思い知ら

され戸惑うばかりです。

　変化がもたらした多くの課題に立ち向かうためには、新しい思想・価値の創造、新しい科学技術の開発、イノ

ベーションの創出、そしてなによりも複雑な社会を支える人材の育成が必要です。そのため大学の教育研究能力

には大きな期待が寄せられています。

　しかしながら、今の大学、とくに国立大学がこれらの変化に対応できているかについては厳しい評価や批判が

あり、国や経済界から様々な要求が繰り返し行われてきました。

　小樽商科大学は、戦後、国の方針に逆らって?単独で新制大学になったまではよかったのですが、単科大学の故

に、当初は総合大学に見られたような国の十分な支援を受けられず、歴代の学長は大変苦労されたことが、『小樽

商科大学百年史』（805頁）に書かれております。しかし、開学以来の伝統を見失うことなく、社会の変化や要請に

対応しつつ使命を果たしてきたことが今日の姿を支えていることは確かです。

　これからの小樽商科大学にも同じことが言えると思います。本学は現在、「グローカル人材育成」をめざし、「グ

ローカル戦略推進センター」を設置して、カリキュラム改革（佐野力海外留学奨励金事業、グローカル・マネジメ

ント副専攻プログラム、グローカル・コース、ギャップイヤー・プログラム等）やリカレント教育、文理融合型大

学間連携、アクティブ・ラーニングの開発・普及で、社会科学系大学の先導的役割を果たしています。

　本学と帯広畜産大学、北見工業大学との間での三大学経営（法人）統合も、変化への対応の一つですが、この度、

統合を支援する国からの補助金（今年度から4年間）に採択されました。連携による教育研究を推進するための体

制作りがすでに始まっております。

　一層厳しい環境に晒されると思いますが、OB・OGの皆様ご支援を頂きながら乗り越えていく所存です。どう

ぞよろしくお願いいたします。

新時代の小樽商科大学：
変化に対応する大学 小樽商科大学長

和　田　健　夫
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　卒業50周年記念同期会を平成30年6月18日（月）・
19日（火）の2日間、札幌市内で開催した。参加者は
50名（道内21名《同伴1名》・道外25名《同伴2名》・海
外1名）であり、来賓として和田健夫学長をお招きし
た。50周年記念同期会は、19日（火）18時から札幌
パークホテルの「パールルーム」で開催した。
　開宴に先立ち参加者全員で記念撮影を行い、海老
名君の司会により開宴となった。先ず、代表幹事石
本君（長年代表幹事だった千葉君は昨年宮崎に移住）
の挨拶があり、その後、これまでに鬼籍に入られた
26名（判明者のみ）の同期仲間に黙祷を捧げた。
　続いて、ご多忙中にも拘わらずご出席の和田学長
からご挨拶を戴いた。学長からは、先日（5月29日）公
表された3大学経営統合（商大・帯畜・北見工）に
ついて丁寧な説明がなされた。近年、少子高齢化・
経済が変化する中で国立大学が如何に生きるかが問
われており、大学に対する国の交付金はその成果に
基づき支給されるとのことである。参加者には50年振
りの再会者もおり、時を忘れて学生時代の回顧談や
高齢者としての生き方等について語り合った。また、
司会者から突然の指名で数人からスピーチがあった。
☆只野君�（インドネシア）祝杯時「世界中を見て歩く

ために商大に入り、約40年間世界を回った。
これからは日本の未来を支えるため、子供
の教育に尽くしたい。」

　　　　�（只野君は米国・東南アジア諸国他の海外
勤務が長く、現在もジャカルタにある企業
のManaging�Director�として活躍中で来年
帰国の予定）

☆宮城君�（沖縄）「昨日、小樽に行ってきたが、50年
前の面影がまだ残っていた。5年後に、また
再会しよう!」

☆城戸君�（福岡）「学生時代は勉強せず、麻雀ばかり
やっていた。若い時に遊んでおいて良かっ
た。」

☆上原夫�妻（神奈川:同期結婚）「夫唱婦随で仲良く
やっています。当時、学年で1・2を争う美
人と言われた。（同期の女子学生は2名）」

　そして山崎君のエールで校歌を斉唱し、最後に田
尾君の「55周年も同期会をやろう!」の乾杯で中締め
となり、その後同ホテル内の「パーククラブ」で二次
会を行い終了した。なお18日（月）は、「キリンビー
ル園本館」で前夜祭を行い有志17名が参加した。道
外からの参加者は、久しぶりに北海道名物のジンギ
スカン料理を堪能した。また19日（火）は、名門ゴル
フ場「札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース」で9名が参加し
てゴルフを楽しんだが、残念ながら天候は風と霧雨
であった。ゴルフコンペはダブルぺリア方式で行っ
た。

〈成績〉�優勝・宮城勝、準優勝・上原幸則、べスグロ・
山崎東一、ブービー・佐藤忠彰

　卒業後50年、同期仲間では、未だ現役として活躍
の人・地域社会でボランティアに尽力の人・趣味を
楽しむ人・孫達の成長を見守る人など多士済々であ
る。しかし人生100年までは未だ暫く時間があるの
で、これからも健康に留意し余生をエンジョイする
ことを誓い、2日間に亘る「緑丘サンキュー会50周年
同期会」は幕を閉じた。　　

緑丘サンキュー会（昭和３９～４３年卒業）
５０周年同期会 野　﨑　莞　二

（昭和43年卒）
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　仙台緑丘会名物数々あれど……と言いたいところ
ですが実のところ名物は秋の「芋煮会」しかないの
です。毎年、仙台駅から車で30分ほどの秋保温泉の
はずれにあるキャンプ場「木の家」（女将が小樽商大
卒）で開催されますが、なんと今年は県外からの参
加者が半数以上（内札幌からの参加者は6名）の総勢
32名となりました。
　急激に成り上がったこの「芋煮会」ですが、東日本
大震災前はいつも県内勢だけの10名程度、その中で
宿泊組は3〜4名程度と不遇の時代がありました。た
き火を囲み携帯ラジオを聞きながらしんみり酒を飲
んでいると、楽天の岩隈か福森か忘れたが日ハム（ソ
レイタだったかなあ？）に満塁ホームランを打たれ
絶望のシーズンを終えたことなどが思い起こされま
す。しかしながら震災復興とともに時代は変わり、
今や宴が始まるや否や待ってましたとばかり“食え
や飲めや”のどんちゃん騒ぎ、囲炉裏を取り巻き真
面目な顔してバカ話、キャンプ場内にある“温泉”に
浸かった中入り後、暗くなるのを待っていたかのよ
うに“飲めや食えや歌えや”の乱痴気騒ぎが（体力も
考えずに）深夜まで続くのでした。今年は特に上川
大雪酒造、秋田県発酵工業の両社長出席による手土
産の銘酒差し入れで酒量豊富（昨年は札幌・歌原氏
がマツジン特別ラムの持参）の恩恵を受けました。

（差し入れをいただいた皆さんにはこの場をお借り
して感謝申し上げます。）

　当会主催の「芋煮会」は、お堅いことは一切言いま
せん。性別、卒業年度の隔たりは勿論、品格も問題に
しませんし、いわんや大学時代の成績は論外です。

「芋煮会」の名を借りてただひたすら“酒を飲みなが
ら小樽愛を語る”ことに徹しています。母校愛と体
力に自信のある方、是非、来年の仙台緑丘会「芋煮
会」にお越し下さい。
　来年2月には、小樽商大・仙台受験場が初めて開
設されます。「芋煮会」には遠くから仙台に集まって
いただいていますが、この受験場開設を機に、東北
から小樽にたくさんの学生を送り込むよう、当会も
大学支援をしていきたいと考えています。

（2018年11月　記）

来年の仙台緑丘会主催「芋煮会」への誘い
仙台緑丘会　小笠原　一　雄

（昭和50年卒）

−他支部だより−
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　昨年10月に「全日本中国語スピーチコンテスト北海

道大会」の暗唱の部で準優勝したところから、今回、私

と中国語の関わりについて書くこととなりました。

　中国語を勉強するきっかけは、6年ほど前の論語を中

国語で朗読したらどんな感じだろうとの思いからでし

た。熱心ではなかったのでさっぱり上達しませんでし

たが、2年ほど前から中国語の歌をカラオケで歌うよう

になり、徐々に良くなってきたかなという感じです。

（緑丘同窓には中国関連で活躍されている方が少なく

なく、その方たちに比べればまだまだです。）

　中国では文化大革命時代に論語を始めとする古典が

弾圧され、解放改革後は倫理感が欠如した経済活動が

目につき、稲盛和夫さんが「世界でも最も『強欲な資本

主義』」といったほどです。それではまずいと中国政府

は2000年以降論語などの古典教育に力を入れました。

そして、それと呼応するように稲盛さんの経営哲学を

学ぶ盛和塾が中国で急速に拡大していきます。この様

子を私は2015年に経営哲学学会全国大会や広東外語外

貿大学の勉強会で発表し好評でした。

　論語というソフトパワーを身につけたなら中国経済

はさらに進展することと思います。その時になんらか

のお手伝いができればと考えています。

　9月15日（土）、東京支部主催のイベント「大相撲と

チャンコの夕べ」に参加してまいりました。

　例年、夏季休暇をいただくタイミングと重なり、興

味のある大相撲を生で観戦したいと思い、参加しまし

た。一昨年に続いて、今回で2回目です。

　近年、大相撲がブームで、ブームを牽引している若

い女性ファンは「スー女（じょ）」とも言われています。

したがって、チケットを確保するのはなかなか難しい

状況なのですが、東京支部の皆様のご尽力で観戦でき

るのです。ありがとうございます。

　参加当日は「秋場所（9月場所）7日目」。参加した卒業

生は家族を含めてなんと約50名!　7連勝を目指す横綱・

白鵬、鶴竜、進退がかかる横綱・稀勢の里が揃って勝

利し、全勝の大関・高安も白星をあげ、順当な結果と

なりました。

　テレビやインターネットテレビでよく相撲を観戦し

ますが、両国国技館で見る相撲は一味も二味も違って

いて、特に臨場感が違います。力士同士がぶつかる「バ

チーン」という音が国技館全体に広がります。それだ

けでも体の大きな力士同士の闘いが凄まじいものだと

よくわかります。

　相撲観戦後は、両国国技館近くのちゃんこ料理屋さ

んで懇親会。

　商大卒業から50年以上が経つというレジェンド大先

輩から、4月に社会人になったばかりのルーキーまで、

様々な世代の方々が参加していました。色々な話が聞

けてとても楽しかったです。この「小樽商大」という核

をもとに幅広い年代の卒業生が集まるイベントが全国

にあるというのは、とても貴重なことであり、大きな

財産であると改めて思いました。

　次回も開催されることになりましたら、ぜひ参加し

たいです。みなさんも参加してみてはいかがでしょう

か。テレビ観戦では絶対に体験することのできない相

撲の面白さ、激しさを生で感じ、そして懇親会では「商

大愛」を改めて感じることができるはずです。

私と中国（語）

白熱！ 大相撲観戦！

小　椋　俊　秀　
（昭和58年卒）

須　川　正　啓　
（平成18年卒）

スピーチコンテストの表彰風景　向かって右が本人

両国国技館と名物の「国技館やきとり」
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　ご縁あって去年6月に札幌支部の副支部長となり

ました。商大風に自己紹介すれば「福井慎二です、

昭和55年（1980年）卒業、札幌東高出身、自動車部

OB、ゼミは斉藤要先生の商品学でした」。卒業後は

NHKアナウンサーとして道内を含め全国各地を転

勤し、2016年春に故郷の札幌に戻りました。

　商大といえば「北に一星あり、小なれどその輝光

強し」という印象的な言葉があります。しかし、「北

の一星」の輝きがかつてほど感じられないのは私だ

けでしょうか。3人の子供の大学受験を東京勤務の

時期に迎えました。進路選びに際して、首都圏の高

校生や学校・予備校の進路指導担当者にとって、

小樽商大は全く未知の大学、輝きが届きません。

「小規模ならば、少し特徴的に光輝かなければ気付

いてもらえないなあ」と、淋しく感じました。

　一方で、社会に出て活躍するOBOGは、それぞれ

の分野で生き生きと活躍する方たちが少なくあり

ません。私が緑丘会に顔を出したきっかけは、東日

本大震災の翌年に池袋の緑丘会館で行われたOB

（被災した仙台の銀行に勤務）による講演会。被災

者でもある金融機関が震災の中でどう顧客に接し

たかがテーマ。当時東京で緊急報道を担当してい

たため、講演後の懇親会で講師に更に生々しい話

を伺い、気が付けば20人近い老若男女の集団で池

袋の夜の街での2次会。銀行、商社、建設、メーカー、

不動産など様々分野で活躍するまさに「地上の星」

のような方たちと交わした多様な話題が、大いに

刺激的でした。

　北海道に戻ってから2年余り、「地上の星」は

OBOGの多い北海道にこそ多彩な分野に豊富に存

在しています。それぞれが強く輝くと共に、ネット

環境が進む中で、同世代ごとや業界ごとには以前

にも増して連絡が密なようです。その「地上の星」

たちの知見が「北の一星」の輝きを増すことに少し

でも繋がらないか、緑丘会がその接点になること

が出来ないか。会員の高齢化や会員数の減少は多

くの同窓会の共通の課題のようですが、緑丘会と

いうヒューマンネットワークの中で試行錯誤した

いと考えています。

「北の一星」と「地上の星」たち
緑丘会札幌支部
副支部長

福　井　慎　二
（昭和55年卒）

緑丘会札幌支部のホームページにバナー登録を行いました
◎演奏会の情報やOB会へのお問い合わせにご利用願います

「詳細は14ページ」をご覧ください。

卒業25周年記念

平成3年入学同期会
2020年7月4日（土）開催予定
一次会：小樽ニュー三幸　本店　

二次会：マルジェ尚
有志幹事一同
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　平成30年8月5日、33年振りに札幌で開催された

「NHKのど自慢」に出場しました。

　6月上旬の道新に「のど自慢」札幌開催の記事があ

りました。娘がこれを見て「お父さんにとって最初で

最後のチャンス」と強く応募を勧め、私もついその気

になってしまったのでした。選んだ曲は、鶴岡雅義と

東京ロマンチカの『小樽の人よ』。大学時代4年間を過

ごした街であること、また私自身小樽が大好きで、仕

事で疲れるとこの街を訪れ癒されていたことを選曲

の理由として葉書に書き、応募しました。

　それから1か月後、NHKから予選会出場の通知が届

いたのです。800組近い応募の中から250組が選ばれ

たということで、運が良かったと家族で喜びました。

　予選会は、本番前日におよそ5時間かけて行われ、

250組が本番と同じステージ上で生バンドの演奏で

次々に歌います。上手い人たち、ユニークな人たちば

かりで、「これは無理だな」と確信しました。予選開始

からおよそ6時間後の本番通過者発表でも私の番号は

呼ばれませんでした。ところが20組のうち一人が現

れず、急遽もう一人が追加で発表されたのです。「43

番、『小樽の人よ』を歌った、石橋さん!」と私の名前が

呼ばれたのでした。

　それからは芸能人並み（?）の忙しさで、夜8時まで

の打ち合わせ、翌日は朝7時半に集合してリハーサル

が続きました。86歳にして過密スケジュール、よく段

取りを覚えられたと家族に驚かれたものです。

　しかし本番では、あまりの観客の多さに圧倒され、

歌詞をすっかり忘れてしまいました。なんとかハミン

グでごまかし、鐘二つをもらったときにはホッとしま

した。「失敗した…」と頭をかきながら席に戻ると、隣

のゲスト席の松山千春さんが、背中をポンポンと叩い

て慰めてくれました。

　さて、9月中旬に「のど自慢同窓会」が開かれ、あの

日出演した若い仲間たちと楽しい時を過ごすことが

できました。その中で、「僕も小樽商大卒です!」と声

をかけてくれた青年がいたのです。こんなところで同

窓生に出会えるとは、これも嬉しい奇跡でした。

「のど自慢」に出場して
石　橋　義　次　

（昭和29年卒）

本番前日8月4日、予選会
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　人に自慢できるようなものはなにがあるだろう。

　スポーツが上手いわけでも、美術の才能がある

わけでもなく、まして己の見てくれなど噴飯もの

である中で、あえて、あえて捻り出すならば、「歌

が好き」ということかもしれません、私は。

　中学一年までは、人前で歌うなんて世界で最も

残酷な辱め!などと思っていたものですが、無理や

り連れられた、あいの里の（今はなき）カラオケグ

ランプリで歌ったときに友人が言った「歌上手い

じゃん」の言葉を真に受けて、ここまで生きて、た

だ生きて参りました。

　そんな中舞い込んだ「札幌で33年ぶりに『NHKの

ど自慢』をやる」とのニュースは、これはもしかす

るとうっかりテレビに映ってしまうかもしれない!

と勘違いした二十八歳の男が応募ハガキを記入す

るのに十分な理由でした。

　――2018年8月5日。札幌わくわくホリデーホー

ル。大ホールステージ。

　「九番、『ひまわりの約束』」

　……うっかりテレビに映ってしまいました。高

倍率をくぐり抜けてしまいました。審査基準はよ

く分かりませんが、街を歩くと毎月のように道を

聞かれるくらいの虫も殺さぬ顔であることがNHK

のスタッフ各位に受け入れられたのではと感じて

おります。

　そして何より、商大の大先輩、石橋さんも本戦出

場!�出場者の一割が商大OBということで、本番で

も無事商大ここにあり!という存在感を発揮できた

かと思い込んでおります。

　放送後、すっかり打ち解けた出場者のみんなで、

同窓会を実施しました。16時半集合でさっさとご

飯を食べ、その後はカラオケを七時間。

　七時間ですよ？通常のカラオケであれば歌う曲

無くなって曲名リストが画面につらつらと流れ続

けるような状況になるところですが、止まらない

曲、曲、曲。歌うことが好きな人がこれだけ集まる

と圧巻です。そしてみんな上手い。

　自分の中で密かに持っていた「大舞台で歌を歌い

たい」という感情に素直になってトライすること

で、素敵な景色を見ることができ、新たな出会いが

生まれました。これからも守りに走らず、やってみ

ること。それが人生の学びや豊かな経験にも繋

がっていくのだ、と実感致しました。

　最後になりましたが、もし懇親会、イベント等で

賑やかしが必要になりましたら、私喜んで喉を自

慢しに馳せ参ずる所存でございますので是非ご一

報ください。

わくわくホリデーホールでのどを自慢する男
大　舘　一　裕　

（平成２４年卒）
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OBS15周年記念交流会のご報告

■日　時:平成30年10月21日（日）14:00〜

■場　所:ホテルロイトン札幌

■参加者:OBS教員、修了生、現役生　およそ100名

　緑丘会MBA会は今年も新役員が加入し、新しい体制の

もと、さらなるパワーアップを目指していきます。

　OBSは今年、15周年という節目を迎え、OBS本体と

MBA会が連携し「記念交流会」を開催いたしました。

　例年開催している「MBA交流会」では、すでに400名を

超えるOBS修了生の多様な活躍ぶりを紹介したいという

想いから、講演を修了生にお願いしています。今年の記念

交流会も同様とし、修了生の入澤拓也さん（5期）に第1部

である基調講演を務めていただきました。OBS修了生で

初めての株式上場、今後の展望やOBSを通じて得たこと

などについてご講演をいただきました。

　第2部では今後のOBSの目指すべき方向性について、パ

ネルディスカッションを行いました。ここでは活発な意

見交換が行われていました。

　終了後の懇親会でも、久々に会う修了生同士の近況報

告など、ご参加いただいた皆さんの熱いエネルギーによ

り大盛会となりました。ありがとうございました。

＊�当初は9月9日（日）に開催する予定でしたが、9月6日
に発生した地震の影響により延期とし、10月21日

（日）に開催いたしました。

須　川　正　啓
（平成18年商学部卒、平成26年OBS修了）

講演月日 講演者氏名 卒年 講演テーマ 現職等

1 平成30年
10月10日 加藤　剛士 平５ 地方行政をマネジメントする　～自治体運営の現状と展望（地

方創生に向けた取組の現場から）～ 名寄市長

2 平成30年
10月17日

篠村　恭太
織田　開智
佐々木葉子

平25
平26
平26

U-30企画
ゲストハウス経営
日本マイクロソフト
北海道総合研究調査会

3 平成30年
10月24日 布川　雅章 昭３７ 戦後日中経済交流に残る偉大な先輩方の足跡に導かれて、今

「爆買い」の現場に 全国通訳案内士

4 平成30年
10月31日 渡邊　靖雄 平１２ 挫折に負けるな！！

～元公務員・会計士を支えてくれた言葉たち～
株式会社エスネットワークス　公共セクター
支援事業部　マネージャー

5 平成30年
11月	 7日 日向　雅之 昭５６ “人生100年時代”において、君たちは企業人としてどう生きるべきか？

株式会社大庄
執行役員管理本部経営企画部長

6 平成30年
11月14日 早坂めぐみ 平２ 私のキャリアデザイン　～仕事を通じて得たこと～ キリンビール株式会社	首都圏統括本部

千葉支社　営業副部長

7 平成30年
11月21日 黒田　隆行 平１１ 大切な言葉との出逢い 株式会社荘内銀行　大山支店長

8 平成30年
11月28日 福井　郁子 昭５７ 転勤族の夫と結婚、その後の私の職歴 経理事務代行業

9 平成30年
12月	 5日 老田よし枝 平８ その一歩を踏み出す勇気　～日本を飛び出して。たくましく過ご

したアメリカ生活から現在まで AFM北海道	主宰

10 平成30年12月12日 塩地　美澄 平１８ 就活をする大学生だからこそ知ってほしいよりよく生きるための終
活

スペースクラフト・エンタテイメント株式会社　
タレント

11 平成30年12月19日 八十島　忍 平５ 「私と商大」～商大卒まで四半世紀、道職員となって四半世紀 北海道保健福祉部福祉局施設運営指導課事業指導グループ	主査

12 平成31年1月	 9日 井馬　智行 平３０
OBS ブランドを守るということ

北海道コカ・コーラボトリング株式会社	執
行役員	危機管理部長	総務人事部長	広
報・CSR推進部担当

13 平成31年1月16日 圓乗　　洋 昭５０ 「記憶に残る言葉で巡る　商社マン生活」
シアトル/ミラノ/デユッセルドルフ駐在時代 経営コンサルタント

14 平成31年1月23日 平塚　　彰 昭５７ 商大生よ、海外に出でよ！ 株式会社エッセ　代表取締役社長

平成30年度 エバーグリーン講座　日程
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福　井　芙美子
（昭和54年卒）

平成30年度　緑丘サテライトセミナー報告

第29回　「禍福は糾える縄の如し　私の農業人生」

　9月1日（土）、講師に中村好伸氏（昭和62年卒　新篠津つちから農

場（株）代表取締役）を迎えセミナーを開催致しました。天候不順が

続き開催を危惧しておりましたが、無事に当日を迎えることが出来

ました。

　中村さんはメーカーでの仕事を希望し就職するも、「商大卒」では

ものづくりの現場に配属されることがなく、転職を繰り返されたの

ちに後継者のいない農業法人へ入社、「人の2倍働く」事業主の元で修

行、その後会社を買い取ったそうです。「めげない」「勘違いしない」

「経験でしか物は言わない」、中村さんの言葉の端々にご苦労が伺え

ました。サハリンでの玉葱技術栽培指導や各種生産者団体での役員等、社会の重責を担う立場でありながらも「な

りゆき」と仰る飄々としたところもございます。

　中村さんの玉葱作りは、有機物による土づくりで滋味豊かな畑を作り、「自分で育ちたいように」植物本来の成長

リズムに合わせた方法で育成しているとの事。これは子育てや人づくりにも通じる貴重なお話でした。

　参加人数は24名、その後の昼食会にも17名が参加し盛会の内に無事終了致しました。

第30回　「アメリカ人気質」

　10月27日（土）、講師に星功氏（昭和39年卒　小樽北後志消費者協

会会長）を迎えセミナーを開催致しました。星さんは3年前にも「知ら

れざるアメリカ」をテーマにご講演、大変好評で再度の講演を依頼し

ておりました。

　商大からノースカロライナウェスリアン大学へ留学、数学を専攻。

卒業後43年間アメリカに在住し、NASAで人工衛星の位置の計算業

務や空港管制塔のコントロールソフトウエア作成業務等の仕事をさ

れました。

　米国籍を取得されている星さんから見たアメリカ人気質とその主

義主張、大統領選挙方法について、そしてトランプ政権下のアメリカで何が起きているのかの話は大変興味深く、

その中でも合理主義、高い権利意識、平等意識については、日本人気質と大きく異なると再認識を致した次第です。

丁度アメリカでは中間選挙を控えた時期で講演のタイミングも良く、その後の新聞報道も深い理解を持って読むこ

とが出来たように思います。

　昼食会では、星さんからまだ10分の２位しか話していないのであと8回分の話題を持っていると伺い、大変うれ

しく思いました。参加人数は17名、その後の昼食会は14名が参加し盛会の内に無事終了致しました。

平成30年9月10日に増毛バスツアー（18名参加）を予定しておりましたが、9月6日の胆振東部地震のためバ
ス会社から運行キャンセルの連絡が入り、やむなく中止といたしました。お申込みいただいた皆様には残念な
結果となり、お詫び申し上げます。



　極限まで睡眠時間を削ってやりたいことを全て詰め込

んでいた19歳。学費のためのバイトの掛け持ち、部活に

サークル、留学。ふと、無限の体力がいつまで持続するも

のかと疑問が湧きました。自分の体や心と向き合う時間、

何か自分に謙虚になれる時間が必要ではないだろうかと。

　走ることが肉体的・精神的健康のバロメーターにな

ることを教えてくれたのは商大陸上部でした。マネー

ジャーで入部し、孤独な闘いに向き合う選手に少しでも

寄り添いたい一心で、長距離選手のタイムを計測しなが

ら一緒に走っていました。一日のうちのわずか30分だけ

でも自分の心身と向き合う時間を作らねばと思ったあの

時から約20年。毎朝のジョギングは今でも習慣として定

着しています。

　今回の小樽運河ロードレースは陸上部時代の仲間や先

輩、学長や100名以上の学生と一緒に10㎞に参加しまし

た。今年で2度目の出場、昨年より5分タイムを落としたも

のの、2位で表彰台にあがることができました。陸上部の

元主将がペースメーカーとなって下さったお蔭です。小

樽商大の学内女子最速、陸上部を含めても最速との連絡

をいただき、真っ先に先輩方に御礼をお伝えしました。

　ジョギングは健康効果の高い有酸素運動です。10の効

果をあげるならば①体脂肪燃焼②筋力向上③免疫力アッ

プ④便通改善⑤美肌効果⑥生活習慣病予防⑦ストレス発

散⑧良質な睡眠⑨脳活動アップ⑩メンタル向上、とその

魅力は大。「自信」をつけるという点でも大事なものです。

仕事柄、「生活習慣病予防」や「野菜の美肌効果」等につい

ての講演や食生活指導を行う機会もあり、この習慣は大

いに役立っています。

　空気の澄んだ早朝のジョギングはその土地の息づかい

が感じられ、日中とは違った情趣を楽しめるので、出張

先・旅先でも鞄には必ずシューズが入っています。

　朝の爽やかな空気の中を、小樽の街並みを楽しみなが

ら仲間と駆け抜ける「小樽運河ロードレース」も実に爽快

です。完走後は商大現役生と教授・OBの皆さんで一緒に

打ち上げをしていま

す。今年もまた皆で汗

をかき、完走後のビー

ルも一緒に楽しみた

いと思います。ぜひご

一緒にいかがでしょ

うか。　　

12

謙虚な心をもつために
～ジョギングの１０の効果～

　　　　緑丘 RUNNERS　

長谷川　千　尋
（平成15年卒）

第6回クリスマス会報告
日時▶平成30年12月1日（土）13:00 ～ 15:30

会場▶TKPガーデンシティ札幌駅前

　６回目を迎えたクリスマス会は、前回好評だった紙芝居に始まり、マ

ジック、ワークショップ、「うたごえ便よりみち」の石澤佳子さん（平成7年

卒）による出張歌声喫茶と、盛りだくさんの内容で実施しました。世代

を超えて交流し、子どもたちの笑顔溢れる和やかな会となりました。先

輩方からもたくさんのプレゼントを頂戴し、お礼申し上げます。

　参加者は、22家族30名（お子様8名）でした。
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「捨て石」とは！！
　読みは簡単、不粋的な響きだが解釈・主意は多様である。

　囲碁を打つ者には「捨て石」とは戦うための高等戦術であり、力量高い高段者だけが能
よ

くする用語であろう。辞書

による「捨て石」の解説では取られることを承知で作戦上打つ石とあり、とかく石を取られたくない多くの未熟者、

ヘボ打ちには適
かな

わぬ話である。

　他に「捨て石」の意味として同じく辞書・辞典をひも解くと、①築庭で風趣を添えるため所々にさりげなく置い

た石〜なんと自然美・情景を彩る石なのか。　②堤防・橋脚などを造るとき水勢を弱めるために水中に投入する石

〜社会資本であるインフラ構築の為の礎石である。　③さしあたり効果無く無用のようではあるが将来役に立つと

考えられる物事・行為〜実に含蓄深い解釈であり、囲碁戦略の「捨て石」である。　④道端や、野や山にころがって

いる誰も顧みない岩石で何の役にも立たず棄て置かれた石〜石が人に置換えられたら絶望である。

　不粋とは言ったが④以外は実に価値高い立派な石ではなかろうか。殊にもっと

も好きな石は③であるが、実践実行になるとその心（真）理、過程は極めて難しい。

●定例会

	　	 9月	 9日（日）　胆振東部地震発生のため中止

　11月18日（日）　会場の都合により休会

●知事杯戦

	　11月25日（日）　大通囲碁センター　二部リーグ　Aチーム　5位　

（今年度のトピック）
　◇4月11日～4月13日

　　	関西支部小林明生氏（昭和37年卒）の呼び掛けにより、昨年度に引き続き緑丘ゴルフ会有志（10名）が、関西ゴ

ルフツアーを開催し、関西支部有志と交流ゴルフ会を開催しました。（12日:小野カントリークラブ　13日:チェ

リーヒルズゴルフクラブ）

　　来年度も開催を予定しております。（4月9日～11日）

　　ご興味のある方は幹事までお問い合わせください。（岩佐携帯：080-6093-2508）

　◇6月27日

　　	関西支部より小林明生氏、平塚道矢氏（昭和41年卒）、遠目塚重伸氏（昭和47年卒）が来道し、交流ゴルフ会（小

樽カントリ―クラブ）並びに懇親会を開催しました。札幌支部より9名が参加、更に懇親会にはプラス2名が参

加しました。

札幌緑丘囲碁クラブ

緑丘ゴルフ会だより
●平成30年度　緑丘会札幌支部ゴルフコンペ成績表

開催日 コース名 優勝者 準優勝者

5月6日（日） 札幌CC
真駒内空沼コース

堂　晋聡
（昭和55年卒）

浅野　百樹
（昭和48年卒）

VS室蘭工大対抗
7月28日（土） 札幌エルムCC 小山　高史

（昭和49年卒）
笹浪　圭吾
（室工大）

8月10日（金） 札幌国際ＣＣ
島松コース

大石　一良
（昭和49年卒）

斎藤　世司典
（昭和55年卒）

9月23日（日） 札幌ＧＣ
由仁コース

三浦　正之
（昭和62年卒）

金塚　満
（平成2年卒）



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。新年交礼会の受付でもご納入いただけますので、ご協力よろしくお願い申し上げます。
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　昨年、我らが母校である小樽商科大学と帯広畜産大学、北見

工業大学との経営統合が発表されました。今回の統合を目指

す方針には賛成ですが、この方向性を人口減少・少子高齢化

時代の生き残り方策としての経営統合ではなく、北海道におけ

る2番目の国立総合大学を目指す、大きな動きにしてもらいた

いと思います。

　北海道の537万人の人口に対して、国立の総合大学は北海

道大学1校しか存在しませんが、四国4県の人口は、384万人で

あるにも拘わらず、医学部も有する総合大学が、1県に1校の計

4校あります。

　国立大学の入学者数で比較すると四国5国立大学では

5,700人余りに対して、北海道国立7大学の入学者数は、

5,800人余りで、ほぼ同数です。大学入学者総数では、北海道

が19,000名余りに対して、四国4県は10,000名余りですが、

公立大学の入学者数が、どちらも1,100名程度ですので、北海

道では12,000名程が、学費の高い私立大学に通っていること

になります。四国4県では、私立大学に通うのは3,800名程度

でしかありません。

　これらのことから窺えるのは、国の北海道に対する教育投資

の少なさと同時に、道内国立大学の入学定員が少ないため、私

立大学等で学び、高い学費や奨学金の返済に苦しむ学生が多

く発生し、結果的に道民の大学教育を受ける機会が損なわれて

いる北海道の高等教育の現状ではないでしょうか。

　この現状を是正するためにも、この統合の機会を捉えて、第

2の国立総合大学を目指し、3大学の学部・学科を増設し、国立

大学の入学定員を増加するべきではないかと思います。そのた

めには、大学当局の力だけでは無理であり、各大学の地元の市

民・行政・経済界、そして何よりも同窓会がバックアップしてい

かねばならない将来の課題だと思うのは私だけでしょうか。

緑丘会札幌支部副支部長　小山　高史（昭和49年卒）

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

亡くなられた会員の皆様（平成30年5月〜平成30年11月受付まで）
昭和20年� 星野不二一� 平成30年2月7日� ご逝去
昭和23年� 斉藤　政明� 平成22年� ご逝去
昭和24年� 岡村　和夫� 平成30年7月25日� ご逝去
昭和26年� 前田　　猛� 平成30年6月23日� ご逝去
昭和30年� 小番　俊信� 平成30年9月27日� ご逝去
昭和30年� 新見　光隆� 平成30年7月� ご逝去
昭和31年� 横山　満男� 平成29年8月27日� ご逝去
昭和31年� 九津見　明� 平成30年4月21日� ご逝去
昭和32年� 大峡　康治� 平成30年8月9日� ご逝去
昭和35年� 星野　昭雄� 平成29年2月14日� ご逝去
昭和36年� 中野　醇子� 平成30年3月16日� ご逝去
昭和48年� 守田　雄一� 平成30年6月9日� ご逝去
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）

2020年秋にグリークラブ
創部100周年記念

OB演奏会を開催します
札幌演奏会
開催日：2020年11月22日（日）　3連休の中日（予定）
＊�札幌演奏会を主たる開催とし、終了後に100周年記念懇親会を開催予定です

小樽演奏会
開催日：2020年12月5日（土）（予定）
◎会場は正式決定後、改めてご案内致します

【出演者募集】　〜100周年!�ステージ100名で歌おう!!〜
グリークラブOB、グリー＆カンタールOB・OGの皆さんは

もとより、一緒に歌いたい緑丘OBの皆さんも歓迎します
＊出演の問合せ：緑丘会札幌支部

　まずもって、先に開催しました90周年、95周年の記念演奏会に
おいては、緑丘会OBの皆様にはご協力・ご支援を賜り誠にありが
とうございました。
　2020年は、グリークラブの前身である音楽部が創部された1920
（大正9）年より�100�周年を迎えます。
　この日を待ち望んでいる全国の仲間と共に、そしてこの素晴らし
い活動に参加する機会に巡り合っていないOB�仲間をも巻き込ん
で、伝統の歴史の１ページに相応しい演奏会、観客の皆様と一体に
なってみんなが新たな感動を共有できる演奏会の実現を目指して
参ります。
　また、記念演奏会の特別企画として委嘱作品の発表も決定してお
ります。
　是非ともご理解とご協力いただきますよう、ご案内申し上げます。�

グリークラブ札幌OB会　会長　大石　晴也（昭和55年卒）

名刺広告休止のお知らせ
102号より同窓の方の新たな出会いや交流のきっかけに

と始めた名刺広告ですが、一定の役割を果たしたので、一

旦休止することに致しました。これまでご協力いただいた

皆様に、心より御礼申し上げます。

総務広報部会

画像：大学創立100周年記念演奏会（2011.7小樽市民会館）
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平成31年（2019年）緑丘会札幌支部
新年交礼会のご案内

昭和から平成まで幅広い世代の同窓が一堂に会する、札幌支部の交流企画です。
お世話になった先輩、懐かしい友人との再会や、これからの人脈作り、新たなご縁を繋げるきっかけとなる
よう、多くの皆様のご参加をお待ちしております。名刺をお持ちの方はぜひご持参ください。

お席は円卓で、卒業年ごとになります。「入学が一緒の人と同席したい」などご希望がありましたらお申し出ください。
お子様連れでもご参加いただけるよう、キッズスペースもご用意致します。（事前申込が必要です。）

卒業年ごとにお席を用意

ゼミや部・サークル、職場など団体でのお席も承ります。この機会にぜひ先生やお仲間にお声掛けください。

ゼミやサークル単位で

１月２０日（日）までに、各年度幹事か支部事務局まで卒年とお名前をご連絡ください。
当日は受付が大変混み合います。できるだけ事前にお申込の上、会券をご持参くださいますようお願い申し上げます。
会券は裏面、または支部のホームページよりダウンロードしてご利用ください。

お申込み

と　き▶平成31年2月9日（土）
　　　　　　開場：午後1時30分
　　　　　　開会：午後2時（午後4時30分終了）
ところ▶ロイトン札幌 ３階
　　　　　　（中央区北１西11　☎271-2711）
会　費▶6,000円

当番幹事からのメッセージは裏面にあります。
終了後は二次会を行います。同封のチラシをご覧ください。

会場はロイトン札幌です。

山下ヤスシ
（平成３年入学）

豊田　健
（平成３年入学）

宇野　修
（平成９年入学）

今年は、同窓のジャズメン３名をお招きします。

道内トッププレーヤーの演奏をお楽しみください。

演奏は①1時30分　②2時50分の2回です。



北に一星あり、浪漫ティックがとまらない！北に一星あり、浪漫ティックがとまらない！北に一星あり、浪漫ティックがとまらない！北に一星あり、浪漫ティックがとまらない！
　新年あけましておめでとうございます。
　この度、平成31年の当番幹事代表を務めさせていただきます平成2年入学の研谷（とぎや）と申します。何卒よろしく
お願い致します。
　私、学生時代は庭球部に所属しておりました。入学した時には、智明寮は建物こそ残っていましたが既に廃寮してお
り、私は、学校から近いこともあり専ら合宿所に身を置いていました。そこは異業種交流のように多くの人々との出会い
があふれていて、時には応援団や演劇戦線などの各部の卒業生の方々が舞い戻ってくるため、合宿所住人として数々の
懇親の場に同席させていただいたものです。それらすべてが私にとって緑丘精神構築の源となりました。ごくたまに、合
宿中の方々の夕飯を一足お先にいただいたこともあり、夕飯時に「あれっ、何か少なくない？」と感じた方がいらっ
しゃったかもしれません。この場をお借りしてお礼申し上げます。「ごちそうさまでした。」
　所属の庭球部は、まさに体育会という部活で、3月に実施していた2週間ほどの春合宿では、関東、関西の緑庭会の
方々に手厚く歓迎していただくなど、絆の深さを強く感じておりました。今でも先輩、後輩と団体戦に出場したり楽しく
テニスをやっております。
　庭球部を引退後、カレー部の立ち上げに携わり、その後、相撲研究会に助っ人として加わりました。両国国技館で団体
優勝した際には、関東の緑丘ＯＢ・ＯＧが沢山かけつけてくれ大祝勝会を開いてくれたことは昨日のことのように覚え
ています。
　全国広しと言えども、ここまでの強い繋がりを持っている大学は他には慶應義塾くらいでしょうか？
　さて、本題の緑丘会札幌支部の新年交礼会ですが、来る2月9日（土）に開催いたします。大御所の方々、我々中堅世代、
そして若人（わこうど）まで多くの緑丘人が集う一大イベントです。お初の方でも大丈夫、ほんの少しの勇気と財布を握
りしめてどうぞお越しください。歓迎いたします。
　「北に一星あり、小なれどその輝光強し！」合宿所の壁に落書きされていた言葉です。皆さん、新年交礼会に参加して、
小さな大学の強い輝きを感じましょう。平成も間もなく終わります。新たな時代に向けて、これからの人生を浪漫ティッ
クに生きるためのエナジーを充電に来てください。当番幹事一同お待ちしております。

当番幹事代表　研谷　敦（庭球部、カレー部、体育会、篠崎ゼミ、深川西高校）

2.9緑丘会札幌支部新年交礼会迫る！ ～小さな大学の強い輝きを感じる会～

１人でも多くの同窓の方のご参加をお待ちしております！

お名前

ご卒年

●と　き 平成31年2月9日（土）
午後1時30分　開場・ジャズ演奏
午後2時　　　 開会

●会　費 6,000円

●ところ ロイトン札幌 3階
（中央区北1西11　☎271-2711）

平成31年（2019年）緑丘会札幌支部　

新年交礼会新年交礼会
（  昭 ・  平  ）　　　　　　　年卒 学生　　　　　　年

ご住所

電話・アドレス （ 自宅 ・ 勤務先 ）

次回ご案内をお送りしますので、初めてご参加の方、変更のある方はご記入ください。

差し支えない範囲でご記入をお願いします。
この機会に支部へ入会を希望される方は、チェックをお願いします。

当番幹事（平成2年入学・平成6～9年卒）
代　　表 研谷　敦　　　　副 代 表 三宅英彦　　
幹　　事 阿部淳一 阿部美可（福原） 荒井征人 石田祥代（下川部）
 石田　均 池田重人 梅田智幸 小野　徹
 加屋野学 鎌田　徹 鴨田美抄子（久保）
 菊池正記 木村一哉 黒谷　香 斉藤　学
 栄　伸朗 土合啓明 中西章司 野村暁男
 原　　靖 村上由江 村上理恵（橋本）
 山口将人 山本貴博 （五十音順）

き　り　と　り

ご勤務先

出身高校

所属ゼミ・部・サークル


