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学舎の門
平山　幹昌（昭和28年卒）

「中山さん、テニスやりましょ !」。フレンドリーとは言えない私を屈託なく誘う
奴がいる。彼は不動会社を営む龍之介。経営しているBARで知り合った24歳年下
の商大OBだ。誘いに乗り、農試公園テニスコートで待ち合わせる。が、今日も「遅
れます!」とLINEが届く。そのため、恒例の1人サーブ練習を始めるが、中年男の
そんな姿は我ながら滑稽で、隣コートで楽しむ主婦達の視線も痛い。恥ずかしさ
を抱えながらコートを往復していると、「すいませーん」と笑顔で詫びる龍之介が
到着。「なんもだ~」と私は年上の貫録を示す。2人のシングルスマッチが始まる。
商大硬式庭球部だった私から龍之介は何本もエースを奪っていく。さすが、藻岩
高校の元レギュラーである。それでも、何度負けても手を抜かないでくれるのが
ありがたい。2時間近く試合をした後、ジュースを飲む私に、「平日の真っ昼間に
テニスができるなんて自営業の醍醐味ですね!」と龍之介が言う。全く同感であ
る。そして、彼のおかげで私は10年前よりテニスが上手くなり、健康にもなった。
商大OB同士だからこそできる、こんな年の差交流も悪くない。

中　山　琢　磨
（平成 5 年卒）　

巻頭リレーエッセイ
年の差交流
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　満開の桜も終わり新緑の季節がやって参りましたがコロナ禍はなかなか収まりません。会員の皆様に

は一刻も早くワクチンが行き届きますように、そして平穏な日常が戻りますようお祈り申し上げます。

　さて本会報でご案内の通り本年度の年次大会を以って6年間の任期を満了し、支部長を退任することに

なりました。会員の皆様から、そして同時に退任いたします小山・大石・宮坂副支部長並びに上田事務

局長から頂きました長年のご支援、お力添えに対し心から感謝申し上げます。特に上田さんは14年間に

渡り事務局長としてご尽力いただきました。真のボランティア精神を貫かれて札幌支部の発展を支え、

緑丘会と母校との橋渡し役を担ってくださいました。7月1日からは大きく若返った体制で新札幌支部運

営をスタートいたしたく、皆様には絶大なるご支援ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

　110周年記念募金活動は来年3月末の終了を待たずに早くも目標金額1億1500万円を達成しました。緑

丘愛は素晴らしいです。この緑丘愛を引き続き新しい寄附文化として継続・発展させて参りましょう。

2022年4月からはいよいよ3大学連携体制がスタートします。母校のアイデンティティを高めコロナ禍で

勉学に勤しんでいる現役学生をしっかり支援する役割をこの寄附文化で実現していこうではありません

か。今後もお力添えを何卒よろしくお願い申し上げます。

　卒業後51年になり、今振り返えると私の緑丘愛の原点は学生時代グリークラブでの夏の演奏旅行に

あったかと。道内各地で演奏会を開きました。終わると必ずその夜先輩たちが「よく来た。よく来てくれ

た」「学園讃歌は久しぶりだよ」「校歌も良かったなあ」と美味しい料理と大量のお酒つきの歓迎会を毎晩

開いてくださいました。素晴らしい先輩がこんなに大勢いらっしゃる。感激し緑丘愛をシャワーのよう

に一杯浴びた思いでした。卒業したら僕もこんな先輩になりたい。そして卒業後も出会いに恵まれ、緑丘

愛に包まれた人生に感謝しています。「山田君。社会人になったらみんな忙しいんだ。君のできる範囲で

いいから緑丘会活動手伝ってくれないか」今は亡きグリークラブA先輩のこの一言も私の原点です。

　辿っても未だ緑丘会との想い出は尽きませんが、この後も一介の緑丘人としてご好誼賜りますようお

願い申し上げ、緑丘会の末永きご発展隆盛をお祈り申し上げます。

緑丘会とともに
緑丘会札幌支部
支部長

山　田　二　郎
（昭和45年卒）
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　2020年3月で退官された和田健夫前学長の肖像画が完成

し、同年12月4日に贈呈式が行われました。歴代の学長肖像

画は、公益社団法人小樽商科大学後援会が大学に寄贈して

おり、今回制作にあたったのは野澤桐子さん（平成7年卒）。

道展油彩会員、北海道芸術デザイン専門学校で講師をされ

ており、以前に札幌支部でセミナー講師としてお招きした

ご縁から、お引き受けいただきました。前学長のお人柄が

表れた、写真と見紛う程の素晴らしい作品です。

　肖像画は附属図書館の資料展示室*に展示されています。

＊感染症対策のため現在は閉鎖中

和田前学長の肖像画が完成

制作者の野澤さんより

　肖像画の制作時には、お顔立ちが似ているだけでなく人物のまとう雰囲気を絵の中に再現したいと思って

おります。和田前学長は物腰柔らかく温厚で優しい印象と同時に、鋭い眼光の奥に厳しさと強さが見える様

に感じ、そのイメージをキャンバスに残そうと尽力いたしました。毎日絵を見ていたため肖像画贈呈式にて

和田前学長にお会いした際には、ずっと昔からよく知っている方に再会した様な不思議な感覚になりまし

た。ご本人と奥様、また関係者の皆様に喜んでいただけましたことは大変嬉しくこれを励みに今後も精進し

て参りたいと思います。緑丘会事務局の皆様には制作準備段階から大変お世話になりました。どうもありが

とうございました。
野　澤　桐　子

（平成7年卒）

小樽商科大学創立110周年記念募金
目標額1億1500万円を達成しました!!
（5月10日現在　1億1900万円）

　2019年3月から始まった大学創立110周年記念募金は、昨年中途で感染症疫禍の学生支援のため目

標額を上げましたが、個人・法人・職域有志皆様のご懇篤、母校愛により、期限まで1年を残して達成す

ることが出来ました。皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

　募金の期限は2022年3月までとなっております。引き続きよろしくお願い申し上げます。
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■旧魁陽亭冊子の反響
　今年の1月、小樽商科大学と旧魁陽亭所有者との

共同研究の成果をまとめた冊子『旧魁陽亭―北海道

を代表する老舗料亭―』が発行されました。新聞に

関連記事が掲載されると、小樽市内の配付先として

ご協力いただいた市立小樽図書館には問合せの電

話が殺到し、その日のうちに在庫がなくなるという

大きな反響がありました。

　冊子を受取に来た方や問合せの電話をかけてき

た方の多くが、ご自身やご家族の旧魁陽亭との思い

出やゆかりのエピソードを熱心にお話されていた

ことも印象的でした。道内だけでなく、東京をはじ

め全国各地からたくさんの問合せや送付希望の連

絡があり、あらためて旧魁陽亭の関心の高さに驚か

されました。

■旧魁陽亭の歴史と資料
　創業は安政期に遡ると伝わる「魁陽亭」にはじま

り、「開陽亭」「海陽亭」と名称を変更しつつ、約150

年間に渡って営業を続けてきました。多数の国内外

の政財界人、文化人たちが訪れており、亭内には、

伊藤博文が使用した白綸子の布団や、石原裕次郎の

着物など、訪れた国内外の著名人のゆかりの品々、

創業以来の歴史資料など多数の資料が残されてい

ます。日露戦後の「樺太境界画定委員会議」後の祝

宴、石原裕次郎の「愛の逃避行」など、エピソード

は無数に知られていますが、これまでまとまった調

査は実施されたことがなく、その実態はよくわかっ

ていませんでした。

　旧魁陽亭の建物は、明治29（1896）年の建築とさ

れ、小樽市指定歴史的建造物に指定されています。

平成30（2018）年5月には、日本遺産「北前船」の構

成文化財の一つに指定され、あらためて旧魁陽亭が

注目されるようになっています。

　小樽商科大学は平成29年から所有者との共同研

究により調査を実施し、著名人ゆかりの品、経営文

書、書簡、写真、建築図面、陶磁器類など2千点以上

の資料を確認しました。これらの資料を分析するこ

とで、伝説に包まれた旧魁陽亭の実態を明らかに

し、今後の保存・活用に際しての基本情報とする取

り組みを続けてきました。今回発行した冊子にはそ

のエッセンスが凝縮されています。

■建物の保存・活用に向けて
　旧魁陽亭は高級料亭であり、広く一般向けに邸内

が自由見学できるようになったのは平成13（2001）

年からであるため、亭内に入ったことがない市民が

たくさんいます。小樽商科大学では、冊子発行に伴

い、旧魁陽亭の建物見学会やシンポジウム等、関連

イベントを企画していましたが、コロナ禍により延

期が続いています。7月には小樽市内でパネル展示

を行う予定です。

　北海道を代表する老舗料亭であった旧魁陽亭の

建物が再び活用され、小樽はもちろん、北海道の地

域振興につながることを願っています。

※	旧魁陽亭公式サイトからデジタル版をダウンロード
できます。
　https://ouc-kaiyotei.com

北海道を代表する老舗料亭
「旧魁陽亭」の魅力

高　野　宏　康
小樽商科大学グローカル戦略推進センター

研究支援部門地域経済研究部  学術研究員
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札幌支部ホームページリニューアルしました
　緑丘さっぽろバックナンバーやイベントなど、同窓会情報をお伝えしています。

　より活発に発信をしていきたいと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

　トップページとご紹介一覧ページにバナー広告として掲載し、ご希望のサイトへのリンク設定いたし

ます。情報をいただければ個別のご紹介ページとして告知やご案内のページもご用意します。掲載数に

限りはなく、お申し込み順に掲載いたします。

●掲載料金（1年間）

　企業・団体：10,000円

　　　　個人：5,000円

　札幌支部事務局より詳細をご案内いたします

のでお気軽にお問合せください。

ht tp ://www.ryokyuka i .com
URLは変更ありません

同窓生企業・団体・個人のご紹介ページへの掲載募集
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散歩から始めよう

　天気がいまひとつのゴールデンウイークでしたね。コロナ禍で巣ごもりのお休みを過ごされた方も多いのではな

いでしょうか。私の仕事は4月から5月がピークで、まともにこの時期に休みが取れたことはありません。そんな忙

しさを言い訳に、ランも遠のく毎日です。初心に返ってまた散歩に近いランニングから始めたいと思います。

　そう、最初は2キロくらいですぐ息が切れるのです。コツコツランニングを重ねることで、距離も伸び、タイムも

縮まり、身体が徐々に軽くなってきます。欲が出てサブ４（フルマラソンで4時間切ること）を目指して頑張ろうと

していた自分が懐かしい。今となっては、少し速く走れていた時の記憶が邪魔でさえあります。欲張らず、朝ちょっ

と散歩しよう。息が切れないくらいのペースで走ってみよう。そんなところから再開することにします。

　ランナーズでは、最近キャンプも流行っていて、今年はキャンプと登山で足腰鍛えながら楽しんじゃおうと考え

てます。使う筋肉はちょっと違うのですが、ランニングしている人は山登りも好きな人が多いようですよ。私も登

山が好きで、昨年は羅臼から硫黄山に向けて縦走しました。今年は利尻やトムラウシにも行こうと企画中。北海道

は自然がいっぱいで、密になろうとしてもなれない場所がいっぱいあって良いですよね。4月には、先輩と一緒に知

床斜里までドライブしてきました。雪の斜里岳が悠然と待ち受けてくれていて、自然を満喫。一転、札幌に車で戻っ

てみると自然が全く目にはいらない場所が多いことに気づかされます。このようなコンクリートの中に閉じ込めら

れていると、知らず知らずのうちに、何かが狂ってしまいます。札幌であれば、ちょっと郊外に出ればすぐに自然と

触れ合うことが出来ます。机に向かって仕事ばかりしているあなた（私？）。少し、朝の空気を吸いながら、散歩し

てみてはいかがでしょう。そして、ラン仲間になって同窓の皆さんで楽しみましょう。お待ちしています。

	 7月24日・25日にキャンプ検討中（近日案内）

	 連絡先　三宅（h.miyake@amor-labo.com）　090-3892-3082

　緑丘ランナーズ　三　宅　英　彦
（平成6年卒）

＜上段＞
　左　　　　20/09/02	硫黄山登山
　中央・右　20/07/23-24小樽ラン
＜下段＞
　左　　　　21/01/22	冬キャンプ
　右　　　　21/04/11	斜里岳
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2021年度のMBA会の活動について

オンラインセミナー開催予定
～商大卒業生の今を聞く～

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年度（2020年度）につきましては「１年間の活動休止」といたしま

したが、役員会での協議の結果、今年度（2021年度）については感染防止の方策を講じた上で、以下の通り活動を再

開することにいたしました。

第16回　定時総会 ５月下旬 オンラインで開催

MBA交流会 下半期 オンラインでの開催を想定

※予定変更の可能性がございます

　修了生は400名を超え、OBS創立20周年も近づいております。MBA会がさらに大きなステージへと発展していく

ためには、今後の活動及び会費徴収等につきまして、引き続き皆様のご協力が不可欠です。どうぞよろしくお願い

いたします。

　若い同窓の皆さんのサポートになるような場を作りたいとの思いから、渡邉至宏先輩（平成４年卒）や三宅英彦

君（平成６年卒）を中心に2019年２月からビジネス交流会を計４回行い、述べ計120人を超える参加をいただきまし

た。2020年２月に第５回を予定しておりましたが、コロナの蔓延により延期となったまま１年以上が経過しました。

　今後も対面での交流会が難しいため、オンラインでできる行事を検討する中で、後輩の小野寺真哉君（平成30年

卒）から、「就職してから得た知識で、知っていれば今後の生活が豊かになるような話を同窓の方へ還元する場はあ

りませんか」と相談を受けました。その話をヒントに少し目線を変えて、道内若手ＯＢＯＧが講師で、卒業からこれ

までの道程、今の活動・仕事の現状など、謂わば「等身大の商大卒業生の今」を語る場を作ることにしました。一方

通行ではなく、それに対する課題や将来展望についての意見交換の時間を多くとり、更なる情報を共有します。参

加して良かったと思っていただける場を提供し、同窓の輪が広がることを目指します。

　以下の日程で第 1 回開催の準備をしております。興味のある方はぜひご参加ください。

　第1回セミナー
　日　程　2021年８月21日（土）　14時から90分程度

　会　費　無料（但し、ご自身の通信料は各自でご負担ください）

　講　師　小野寺真哉（平成30年卒、林ゼミ、札幌開成高校、応援団、弓道部）

　　　　　現職（損害保険会社・営業部門）　　

　準備が整い次第、改めて支部ホームページでご案内します。第 2 回以降は、起業や金銭の貸し借り、旅行、引越し、

冠婚葬祭、食事、オンラインの活用等のテーマを検討しております。皆様のご意見を伺いながら続けていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

須　川　正　啓
（平成18年商学部卒、平成26年OBS修了）

八十島　　　忍
（平成５年卒）

小野寺　真　哉
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2021年の年次大会について

　平素より札幌支部の活動にご協力ご参画を賜り厚く

御礼申し上げます。

　会員の皆様には大過なくお過ごしのことと存じます

が、なんと言いましても昨年から間断なく続き、今以っ

て収束が見えない新型コロナウイルス感染症の猛威蔓

延は平穏な日常社会生活を抑制し不都合を強いられて

るのではとお察し申し上げます。

　緑丘会活動にもその影響は顕著でして予定していた

活動が出来ず、年次大会、新年交礼会、主催セミナー、

交流会、同好会行事などが中止の已む無きに至ってい

る状況です。同じく母校大学も授業はもとより卒業式、

入学式を制限された形で行わざるを得ず、苦慮してい

るところです。母校大学の強固親密な支援団体である

緑丘会はこの難局に応える使命があり、コロナ禍に

あっても活動を留める訳にはいきません。

　未だ事態の収束が見通せないところですが、2021年

の年次大会は、懇親会は中止、定時総会は書面にて審

議ご承認をいただくことと致しました。内容は緑丘会

の基本活動に関わる会務報告、決算・監査報告、予算、

役員改選の４議案です。会員各位のご賢明を以ってご

承認賜りますようお願い申し上げます。逸早き収束と

平穏な日常に戻ることを願い、各位のご自愛一層をお

祈り申し上げます。

　議案１～４は、3月29日の常任役員会、4月下旬に常

任幹事宛に書面送付し、審議・承認されました。

支部長　山　田　二　郎

第1号議案　令和2年度　会務報告

１　会議・行事等
　１）　支部会議 第1回常任役員会 2020/9/2

三役会 2021/2/2
第2回常任役員会 2021/3/29

　２）　監査 令和元年度会計監査 2020/6/1
　３）　その他会議打合せ
　　　（Web会議等）

緑丘会月次定例会議　（全6回） 2020/5/7、5/19、7/27、9/16、11/18、
2021/2/17

緑丘会理事三役会 2020/5/25
コロナ禍学生支援ネットワーク会議　（全2回） 2020/6/13、8/22
小樽商科大学後援会・緑丘会理事会　（全3回） 2020/6/13、12/24、2021/3/20
緑丘会臨時理事会 2020/6/18
110周年募金贈呈式 2020/7/3
小樽商科大学後援会評議員会・緑丘会社員総会 2020/7/4
室工大OB会打合せ 2020/9/24
全国支部長会議 2020/10/3
110周年記念シンポジウム委員会　（全2回） 2021/1/20、2/5
同窓会カード会議　（全2回） 2021/2/10、3/3
募金委員会 2021/3/10

　４）　大学関係 懇話会　（全5回） 2020/6/5、8/6、10/16、12/4、2021/2/4
緑丘戦没者記念塔保存委員会 2020/7/21
緑丘戦没者慰霊祭 2020/8/15
大学助成審査委員会 2021/3/10
学位記授与式 2021/3/17

２　委員会・各部会
　１）　エバーグリーン実行委員会 令和2年度運営計画 2020/7/22

反省会 2021/3/11
　２）　広報部会 緑丘さっぽろ109号発行 2020/6/1

緑丘さっぽろ110号発行 2021/1/1
　３）　イベント部会 第1回部会 2020/10/5
※令和2年度に予定されていた年次大会、新年交礼会、ビジネス交流会、サテライトセミナーは中止となりました
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第2号議案　令和2年度　決算報告

①正味財産増減計算書

②貸借対照表・財産目録
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第2号議案　令和2年度　監査報告

第3号議案　令和3年度　予算



裏面の議決書にご回答の上、何れかの方法でご返
送ください。受付期間はすべて、会報到着日から

6 月 20 日（日）迄です。

１　はがき

上部を切取り、この面を糊付けしてはがき
サイズにして投函してください。切手は不
要です。

２　FAX

　　上部を切取り、議決書面をFAXしてください。

　　FAX番号　011-231-6900

３　メール

　　卒年、氏名、各回答をお書きください。
　　アドレス　ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp

４　回答専用Webページ

　　QRコードを読み取りご回答ください。

全面を糊付け
※中が袋状になっていると受取できな

い場合があります。

　必ず全面を糊付けしてください

切 り 取 り

谷

折

り

11

第4号議案　令和3年度　役員改選



書面議決書
緑丘会札幌支部令和３年の定時総会について次の
とおり議決に関する権限を行使します。
＊各議案について「承認する」「しない」のどち
らかに〇をつけてください。回答無き場合は、承
認と見做します。

第 1号議案　令和 2年度会務報告　　

　　　　　　　　　　承認する　・　しない

第 2号議案　令和 2年度決算報告及び監査報告

　　　　　　　　　　承認する　・　しない

第 3号議案　令和 3年度予算

　　　　　　　　　　承認する　・　しない

第 4号議案　令和 3年度役員改選

　　　　　　　　　　承認する　・　しない

2021 年　　月　　日

｠

卒年　　　　　氏名

＊6月 20日までにご返送ください

札幌市中央区北 5条西 5丁目 7

sapporo55 ビル　3F

小樽商科大学札幌サテライト内

緑丘会札幌支部　行

札幌中央局
承　　認

料金受取人払郵便

差出有効期限
2021年6月30
日まで
●切手不要

7510

0 6 0 8 7 8 7
8 0 0

郵　便　は　が　き

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。
札幌支部では、年会費として3,000円を申し受けております。郵便局、コンビニ振込の他、口座振替でのお支払いも可能です。

3年分、5年分とまとめ払いによるお得な割引制度もございます。ご協力よろしくお願い申し上げます。

切 り 取 り

山

折

り
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　昨年来、支部行事だけでなく同期で集まることも難しい状況

が続いています。今も活動が制限される中、皆様のご協力によ

り、無事に緑丘さっぽろを発行することができました。小樽緑丘

に思いを馳せ、お読みいただければ幸いです。

　深緑の木々に囲まれた旧魁陽亭は、学生時代から近寄りがた

い存在でした。初めて足を踏み入れたのは7年前、黒光りする

階段と大広間は忘れられません。高野先生の冊子を拝見し、改

めてその輝かしい歴史を知ることができました。小樽にはまだま

だ隠された魅力があります。

　山田支部長、小山副支部長、大石副支部長、宮坂副支部長、

そして上田事務局長が、6月30日をもって退任されます。長き

に渡り支部運営にご尽力いただき、心より感謝を申し上げます。

ありがとうございました。

札幌支部事務局　平田尚美
（昭和58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
（2020年11月～ 2021年5月受付）

  卒業年 氏　名 　 ご逝去日

昭和25年 田　中　　　貢 2020年3月28日

昭和30年 中　嶋　　　稔 2020年8月27日

昭和30年 下　田　　　経 2020年11月21日

昭和30年 柿　崎　　　勇 2020年3月23日

昭和31年 藤　村　光　男 2021年4月6日

昭和33年 近　藤　日出男 2020年12月7日

昭和40年 森　村　文　雄 2020年10月23日　

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）


