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白い百合
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　つい最近の衝撃的なニュースといえば「囲碁の対局で韓国のトップ・プロが人工知能と5戦して結果

は1勝4敗で完敗」ではないだろうか? その後のプロ棋士の分析検討によれば、なんと第1局での敗着（負

けを決定づけた手）は黒7手目、2局目では白10手目でありそして第3局目ではやはり黒15手目が敗着と

のこと。通常のプロ同士の対局での手数は200〜250手と云われ、

その平均は220手だそうだから、序盤でのたった一度の間違いをも

許さずにその後の200手ほどを冷徹に打ち続けた人工知能。厭な奴

が出てきたものだ。僕の大好きな言葉に「大器晩成」がある。人は

失敗をして気付き、失敗を許してもらって大いに気付き…人間と

して成長するのだから。

山　田　二　郎　
（昭和45年卒）

巻頭リレーエッセイ
気付くということ
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短納期で高難度の印刷が可能になりました

ＬＥＤ-ＵＶ印刷機とは？

TEL.011-669-2510

印刷機導入
ＬＥＤ-ＵＶ

UVによるインキ硬化で、乾燥にかかる時間が約0.3秒になりまし
た。瞬間乾燥により後加工がスムーズに処理できます。また、フィ
ルムなどの乾燥しにくい特殊素材への印刷が可能になります。

品質検査
装置付

　 岩橋印刷株式会社

　4月より、財務・総務担当理事、副学長を拝命いたしました江頭です。私は、愛媛県松山市出身で、ちょ

うど4月に50歳になったところです。私は滋賀大学経済学部を卒業し、京都大学大学院に進み、卒業後日

本学術振興会の特別研究員を1年勤めた後、本学に赴任しました。今年でちょうど20年目となります。赴

任した年に、マイカル小樽が完成しましたが、ほぼ同時期に北海道拓殖銀行が破綻しました。

　私の2人の祖父は、滋賀大学と愛媛大学、父は愛媛大学の教員をしており、私で三代目の地方国立大学

教員一家です。とはいえ、私は当初大学教員になるつもりはなく、高校卒業後の2年間は予備校に通って

いるふりをしながら、ひたすら漫画家を目指して投稿と持ち込みを繰り返していました。しかし、自分の

才能の無さと業界の苛烈な生存競争を目の当たりにして、諦めて大学に進学した苦い経験があります。

　合計で約90年間大学教員をやってきた我が家ですが、祖父の時代と現在では大学を取り巻く環境には

天と地ほどの開きがあります。満州建国大学閉鎖に伴い日本に引き揚げその後滋賀大学の教授となった

祖父の時代には、「末は博士か大臣か」と言われたほど大学教員はいわば特権階級でした。祖父が最後に

建てた自宅には応接室が2つあり、県や国の文化関連の役人が頻繁に出入りしていたそうです。いいこ

となのか悪いことなのかわかりませんが、大学が世の中で非常に大切にされた頃でした。

　父の代になると、給与の面では大学教員はやや豊か目のサラリーマンと同じ程度にまで下がり、大学

紛争の混沌期に突入します。ですが、大学の教員は自分の研究に没頭していればそれで良かった時代で

す。私の父は学生に対して厳しいことで有名で「鬼の江頭」とも呼ばれていたようですが、子供ながらに

うちの父の授業はつまらなそうだな、とも思っていました。

　そして、私が本学の教員になり、数年で独立行政法人化、大学改革が始まりました。よくわからない

名前の学部が乱立し、大学教員は教壇の上で歌って踊れる（注：比喩です）ことが求められるようにな

りました。哲学よりも実践を、沈思黙考よりも行動を、知識の蓄積よりもコミュニケーションを求めら

れる時代に、果たして知の拠点としての大学はどうなるのか。おそらく今後の10年間は、本学および日

本の大学の命運を決めることになるでしょう。その中で、道を過たずに本学の未来を見据えていきたい

と考えています。

ごあいさつ

小樽商科大学財務・総務理事・副学長

江　頭　　　進
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　昨年6月、札幌支部が山田新支部長体制発足の際、副支部長をお受けしました45年卒の小林でござい

ます。

　私が卒業して緑丘会に参加するきっかけは、大学での部活にあります。現在は廃部になりましたが、

学生時代の4年間は自動車部で活動しておりました。主なものとしては、道内6大学対抗ラリー、フィ

ギュア競技から毎年恒例の道内遠征、夏季合宿、そして毎日の練習等忙しい学生生活でした。それらの

活動の為に車の借用願いやガソリンの提供依頼に札幌の自動車ディーラーや石油元売り企業各社へ先

輩OBを訪ね廻るのも活動の一環でした。当時多くの先輩諸氏は我々の要請にいやな顔せず、快く応え

て頂きました。自動車部の活動が、多くの先輩の支援によるところが多大であったことは言うまでもあ

りません。しかし感謝の気持ちはあってもその当時は何の恩返しも出来ませんでした。

　其のとき思ったことは、この恩返しは将来自分達が逆の立場になった時に、後輩に同様に対応するこ

とであり、務めであると心に決めました。世代を超えた同窓の絆と温かさをクラブ活動を通じて強く感

じた次第です。

　緑丘会札幌支部は緑丘会の中でも重要な役割を担っている支部の1つでありますが、札幌支部独自で

抱える課題もあり、早急に解決する必要があります。支部会員の増強・会費の納入率アップを図ると同

時に＜魅力ある組織＞＜魅力ある活動＞とは何かを考え会員の皆様と共に前進して参りたいと思いま

す。

　最後になりましたが、微力ながら山田支部長を補佐し、伝統ある緑丘会札幌支部が一層発展できます

よう他の副支部長と力を合わせて努力して参ります。

　会員の皆様のご協力とご支援をお願いいたします。

魅力ある札幌支部を目指して

緑丘会札幌支部　　　
副支部長

小　林　信　三
（昭和 45 年卒）
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　小樽商科大学、昭和５３年卒の畑山邦彦です。新年度のスタートにあたり、伊藤光安広報

委員長より新広報委員長の拝命を受け、今年度から広報委員長を務めさせていただきます。

　広報副委員長として、サポートをしてまいりましたが、委員長としてこれからの広報委員会を務

めさせていただきます。宜しくご指導・鞭撻のほどお願い申し上げます。

　委員会メンバーも、下記にご紹介しますように充実と若返りを図り、皆様とのコミュニケーショ

ンを高めていきます。

新体制の広報委員会 広報委員長　畑　山　邦　彦
（昭和53年卒）

広 報 委 紹員 介

みんなで力を合わせて
がんばります！
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「若人逍遥券」を使って、行ってきました‼

小　野　邦　夫・猫　宮　久沙史
（昭和35年卒）

大　橋　康　孝
（昭和50年卒・伊藤森右衛門ゼミ・スキー部）

　卒業45周年記念大会開催のため、幹事役の札幌圏在住者が、平成
16（2004）年11月から毎月1回のペースで準備のための打合せをし
ました。翌年9月に大会は終りましたが、毎月の顔合わせは今後も続
けようと、翌平成18（2006）年2月から次のルールで月例会を始めま
した。
　①月例会の幹事は置かない。開催案内もしない。②開催は毎月第二
火曜午後6時から。③緑丘会札幌支部新年会、年次総会の月は休会。
　人数未定の予約なので、会場探しに苦労しました。当初の会場の
第二ワシントンホテルは、開始3ヵ月後、建物解体のため閉店で、札
幌グランドホテルに変えました。これを機に、月例会の名称を「札

幌友遊会」として、「緑丘」でも参加を呼びかけました。しかし、ある時期を境に出席者が減少し始め、意向調査の結
果は、「体力低下のため酒席は避けたい。昼食会なら出たい。」であることが判りました。平成25（2013）年7月から薄
野のサンローゼでの昼食会に変更し、運営ルールに、自薦・他薦による特定テーマでのスピーチを加えました。話
を聞ける月は2 ～ 3 ヵ月に1回程度ですが大変好評です。出席者も増えました。サンローゼ閉店に伴い、平成26

（2014）年12月からニュー三幸さっぽろテレビ塔店で開催しています。料理のボリュームたっぷりで庶民価格、味よ
し、眺め良しの上に、今年1月～ 6月は緑丘価格で歓待いただき、一同、心から感謝しております。食料品値上げで
年金生活者のエンゲル係数が急上昇している現状に鑑み、7月以降の朗報を心待ちにしているところです。

その店は、高瀬ビルの５階エレベータを降り右手を見れば、

グリーンの看板が目に入る。

いつ行っても客は誰もいないか少ないので、

じっくりとマスターとお話しができる。

初めは、マスターのキャラが怪物かなと思ったが、

昼はサラリーマン、どうやら普通の人らしい。

或るとき客はいつ来るのか聞いてみた。

マスターも全く予想ができないそうである。

ある時は２次会が終了し自分の時間を楽しみたい人、

ある時は２次会のメンバーと盛りあがっている人、

ある時は女子の一人飲みもいるとのこと。

お客は商大OBが多いので大学の話題が多いとのこと。

やっぱり、ひょっとしてこの店の客が怪物…妖怪なんだと最近気づいてしまった。

貴方も怪物になってみませんか。

ニュー三幸 さっぽろテレビ塔店
～札幌で開催する珊瑚会（昭和35年卒）の月例会「札幌友遊会」について～

怪物LAND
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　突然ですが…。緑丘会とは？札幌支部とは？どの様な組織か、そして活動内容をご存知ですか？

　「大学の組織だよね？」「毎年会費の振込用紙が送られてくるけど…」

　私も一緒でした!!

　正直今ひとつわからないという方の為に、初心者広報委員の大門が初心者目線でご紹介をさせて頂きます！

　歴史を築かれてきた諸先輩方皆様、どうかどうか温かくこのコーナーを見守って頂けると幸いです。

そうだ！  緑丘会に参加しよう！
～札幌支部ってこんなところ～ 大　門　あすか

（旧姓　野崎・平成15年卒）

緑丘会組織図＆ワンポイント解説

皆さんの参加の入口は様々…

卒業生の交流・親睦が目的
設立は、
1922（大正 11）年‼

公益社団法人緑丘会
学業や就職で大学・学生を支援

札幌支部 小樽支部

常任合同幹事会

委
員
会

仙台緑丘会 …全 23 支部

総務委員会 サ
ー
ク
ル

支部の決議機関
（常任幹事、年度幹事により構成）

支部活動の策案、運営

ゴルフ委員会 定例会の開催

囲碁委員会 定例会の開催、外部競技会への参加

広報委員会

緑丘会サテライトセミナー委員会

会報の編集・発行
Ｗｅｂの管理、運営

サテライト講義室を利用、卒業生が講師の講演会・研修会
の開催

女子部会

クリスマス会、『おたる案内人検定』勉強会
女性卒業生対象イベント開催

ランニングサークル

パークゴルフ

ＭＢＡ会

丘美会

小樽運河マラソンへの参加
練習を通しての親睦

（H28 新設）エバーグリーン実行委員会

商大現役生への講座を支援
講師（卒業生）の人選と運営

発足準備中

専門職大学院（アントレプレナーシップ
専攻）の同窓会

絵画展開催

ビジネスの
人脈を広げたい

当番幹事を
きっかけに

同期の同窓会も
ここでしようか！

お世話になった
諸先生方に
お会いできる

同窓のご縁を
繋ぎたくて

商大大好き！

お気軽に
7月の『年次大会』へ
ご参加を♪

（別紙同封資料参照）

不安なことは何もありません！
子連れの私の参加にも寛容な先輩方です。
各分野にご興味持たれた方は、
まずはご連絡ください！ 一緒に盛り上げましょう！

緑丘会札幌支部事務局
ＴＥＬ 011-231-6900
ＭＡＩＬ ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp
HP http://www.ryokyukai.com/
Facebook   小樽商科大学同窓会緑丘会札幌支部

仙台への家族旅行でも
あたたかく
迎えて下さいました！
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　赤間美夏と申します。両親と伯父も小樽商科大学の出身なので、幼少の頃より

小樽ヘは足を運ぶ機会が多く、小樽は私にとっても、とても縁のある街です。ま

た、両親は札幌市役所勤務時に縁があり結婚しました。

　父均（昭和46年卒）は、元学長秋山先生のゼミの出身で、今は文芸評論家として

執筆活動をしております。最近では『北海道の不思議事典』や『北海道謎解き散歩』

（共に新人物往来社）を執筆、与謝野晶子の研究では『『明星』の時代	与謝野晶子・

山川登美子』などを執筆しています。『明星』の時代～では、ハーバード大学より

リクエストが有り、蔵書としても所蔵されています。また、講演会等もしている

様です。若い頃から、「思想の科学」等に投稿していた様で、今でも歴史などを絡

めて色々な話を聞きます。

　母優子（昭和47年卒）は古瀬ゼミ出身で、今は学習塾を経営しております。商大卒業後はカナダ・ブリティッ

シュ・コロンビア大学（UBC）大学院にて比較文化論を研究。L・ゾルブロッド教授（ドナルド・キーン教授

の愛弟子で、『雨月物語』の英訳者）に師事していました。最近では、『札幌の塾長50人』（共同文化社）という書

物でも紹介され、塾を始めてから27年目になります。

　私は高井ゼミ出身で、今は通訳翻訳家として活動しております。両親が商大だという事と、幼少時より母の

影響で留学をすることを決めていた私には、商大が留学に強いという事も、商大選択の大きな後押しとなりま

した。ウィーン経済大学留学時の友人達とは今でも家族の様に交流が続いており、一生の友人達を得ることが

出来ました。商大で本当に良かったなあと思います。

　私は書道で世界的に有名な書家中野北溟先生に母と共に師事しています。先生のお兄様も商大出身であっ

たりと、最近でも色々なところで商大の繋がりを感じます。立派な先輩達も多く、これからも楽しい繋がりが

増えれば良いなと思います。これからも宜しく御願い致します。

繋がるご縁
赤　間　美　夏　

（平成18年卒）

−親子で緑丘人−
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体をゆるめよう

　私は現在、体をゆるめる「ゆる体操」の指導員をし
ています。
　大学卒業後は国家公務員として道内や関東で勤務
しました。東京の役所で働いていた時は、仕事も忙し
く、通勤に時間もかかり、夏の暑さにはバテ…、疲れ
がたまっていく一方でした。もともと体力がなく、学
生時代も実家の札幌から小樽へ通うことに疲れてし
まい、途中から小樽に下宿させてもらったほどの体力
のなさ。
　激務の東京で生きていくにはこのままではいけな
い、という危機感から、健康・リラックス・能力アッ
プについていろいろ探した結果、「体をゆるめる」とい
うことにたどり着きました。
　「ゆる体操」をするとぐっすり眠れて朝はスッキリ
起きられるようになりました。こんなに簡単なことで
いいのかなと思うくらいのやさしい体操なのですが、
体調がよくなり持久力もアップしたのです。そして、
体の疲労回復だけでなく、心のリラックスへの影響も
大きいと感じました。職場で「うつ病」が多いことに
問題意識をもっていたこともあり、これは自分だけで
なく、仕事で疲れている周りの人にもお伝えしたい!
と思いながら一生懸命やっていたら、ついには体操の

指導員になってしまいました。
　現在は、カルチャースクール、社会福祉協議会等の
家族介護教室、各種研修会、安全大会、老人ホームな
どでゆる体操講師として活動しています。小樽市でも
家族介護教室の一コマ（写真）を担当させていただき
ました。学生時代お世話になった小樽と20年ぶりに関
わることができてうれしく思いました。
　最後に、疲労回復におすすめの体操を皆様にご紹介
いたします。最近お疲れぎみの方はぜひやってみてく
ださいね!

石　崎　千香子
（平成８年卒・卓球部）

ゆる体操についての詳細、講師派遣のご相談は
ＮＰＯ法人日本ゆる協会　http://yuru.net/

～ ゆ る 体 操 ～
 ヨガ、気功、呼吸法、ストレッチ、武術などのエッセンスを取り入れて開発されたやさしい体操

背もたれ首モゾ
脳の疲れ、頭痛、肩こりなどに

膝コゾ
慢性疲労、足腰のだるさ、むくみ、冷え、

転倒予防などに

��◦�背もたれのあるイスに腰かけ、お尻を前にずらしていき、
ぼんのくぼを背もたれにのせる。
◦�力を抜いて「モゾモゾ」と言いながら首を左右にゆっくり
と動かす。

��◦�あお向けになり両ひざを立てます。
◦左ひざに右のふくらはぎをのせて力を抜きます。
◦�「コゾコゾ」と言いながら、右脚を前後にゆったりと動か
して、ふくらはぎをひざこぞうでマッサージする。

イラスト提供　ＮＰＯ法人日本ゆる協会
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平成28年ゴルフ会日程
開催日 コース名 スタート時間 備考

５月	７日（土） 茨戸ＣＣ ８：３５ プレー料金　11,396円
☎０１３３－６４－２１１５　7組

７月１０日（日） 札幌国際ＣＣ　島松コース １２：５０ プレー料金　13,000円
☎０１１－３７６－２２２１　6組

８月１０日（水） ツキサップＣＣ １２：４２ プレー料金　10,000円
☎０１１－８８１－６７０１　8組

９月2２日（祝・木） 札幌ＧＣ　由仁コース ７：２１ プレー料金　13,728円
☎０１２３－８３－２７７７　7組

・今年度も昨年同様年4回開催とします。
・	今年度より競技方式は全てダブルペリア方式（トリプルカット・上限36）により開催致します。
・	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

緑丘サテライトセミナー報告
　3月26日第27回緑丘サテライトセミナーは、盛況のうち無事終了
いたしました。
　平成7年卒　油彩画家　野澤桐子氏によるセミナー「絵画とテク
ノロジーアートの未来」の前半では、ギャラリーツアー @サテライ
トセミナーというプログラムで、札幌芸術の森美術館で開催された
美術展「モーション/エモーション」のギャラリーツアーの気分を味
わうことができました。後半では、絵画とテクノロジーアートの未
来を語っていただきました。
　前半の作品紹介では、モデル選びから始まり、人物の背景と

なる空間・家具・持ち物など全てにこだわる感性が伝わってきました。あの3・11大震災後に作成した作品に
対する想い“We	will	always	remember	the	3/11/2011”を今でも持続し続けていることに感動しました。卒業後に
絵を描くきっかけになったのは、在学中から10 ヶ国ほど旅行し、フランスのルーブル美術館やイタリアのウフィ
ツィ美術館など世界的な美術作品を実際に見て「感動よりもジェラシー」を感じた結果と話す姿には、その後社会
人を続けながら絵を描き続けた静かながら強い情熱を感じました。
　また後半では、ハリーポッターの映画のように、絵画の中の人
物が話すとしたら、何をどのように喋るのか?リアルとバーチャル
の境目は?などと想像がどんどん膨らんでいきました。参加者は
20名でした。
　その後講師を囲んでの昼食会を開催。参加者16名で、和気藹々、
有意義な時間を過ごす事ができました。
　今後も、当緑丘サテライトセミナー委員会では、多様なセミ
ナーを企画したいと思っております。皆様のご参加よろしくお願
いいたします。

緑丘サテライトセミナー副委員長　

福　井　郁　子
（昭和57年卒）

やってみませんか？ 
「緑丘さっぽろ」100号に続いてのお誘いです

　今や軽スポーツとして人気があるパークゴルフは健康増進、精神溌剌の効高く、不老不死の妙薬です。

現在、数名の方よりお申込みをいただいております。

ご連絡はこちらへ　緑丘会札幌支部 <ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp>　　☎011－231－6900

美術展にて撮影
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「盤上の宇宙」

同窓で集まった写真が寄せられました。

プロ棋士井山祐太が史上初の七大タイトルを制覇した。

どこまで強くなるのか？　しかし本人はまだ高みへ至る中途に過ぎないと言った。

確かに井山とて韓国、中国棋士には後塵を拝し世界の頂点ではない。

だが彼は「安全な手は最善手ではない」と言い切り、盤上の宇宙へ独創手を放ち続けるならば悠久の最強棋士にな

るであろう。

　◎平成28年2月14日（日）　総会・定例会　大通り囲碁センター　29人

　　平成28年5月	 8日（日）　定例会　大通り囲碁センター　24人

　◎平成28年3月13日（日）　春季知事杯戦　二部リーグ　Aチーム優勝

札幌緑丘囲碁クラブ

新年交礼会後の有志主催二次会
（2016.2.11）

演劇戦線現役の春公演観劇後
（2016.3.12）

合同常任幹事会後の懇親会
（2016.4.25）

「小樽案内人検定　1名合格！」
　第13回小樽案内人検定試験（Ｈ28.3.20）に向け、2月から3回の勉強会をサテライト会

議室にて行いました。勉強よりも学生時代の思い出に話が弾みましたが、受験者ご本人の猛

勉強の甲斐もあり、無事合格致しました。

　女子部会でこの活動を始めて3年が経ち、合格者は1級6名、2級7名です。（延人数）

　今後も勉強会を継続致します。また案内人で実地研修を行い、小樽の歴史や文化をフェイ

スブックで紹介する等の活動を通して、小樽サポーターの一員でありたいと思っております。

　女子部会のＦＢ→https://www.facebook.com/OtaruUniv.OG

第4回クリスマス会
　今年も12月初旬にクリスマス会の開催を予定しており

ます。詳細が決まり次第、札幌支部ホームページや女子

部会フェイスブックでお知らせ致します。

女子部会だより

写真は昨年のクリスマス会の様子
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同期会・行事のご案内
昭和41年卒　卒業50周年記念同期会

第28回おたる運河ロードレース大会

第102回対北大総合定期戦対面式

丘美会絵画展2016

日　程▶	10月5日（水）・6日（木）
	 10月5日	 12:30	 大学集合、記念講演（５０周年寄付講座）
	 	 	 小樽市内観光、懇親会（ホテルグランドパーク小樽泊）
	 	 ○	記念講演～講演者　高橋洋一氏　経済・財務評論家の第一人者　2008年第17回山本七平賞受賞　
	 10月6日	 観光またはゴルフ
	 	 ○観光～余市、ニセコ、美国、積丹周遊
	 	 ○ゴルフ～札幌国際カントリークラブ島松コース（8:37スタート）
問合せ先▶柏崎俊雄　　携帯：080-1880-6807　	メール：toshio_k@kpa.biglobe.ne.jp

　2016年6月19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。和田健夫学

長、和田良介先生をはじめ、教職員・同窓・学生が総勢130名参加いたします。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。

　第102回対北大総合定期戦対面式を、6月18日（土）大通西6丁目で開催します。

　11:30に札幌駅南口を出発して会場へ向かいます。

と　き▶2016年6月21日（火）～26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）

「Let’s　ラン・フロ・ビア！」
　緑丘会札幌支部の皆様こんにちは。
　緑丘RUNNERSの三宅です。やっと北海道にもランニングのシーズンがやって参りました。これからRUNNERS
の活動を本格化させていきたいと思います。
　直近では、毎年多くの同窓・現役生が参加する小樽運河ロードレース（6
月19日）に参加します。その後、参加者・応援者で宴を楽しみましょう！	
私はその後、第1回函館マラソン（6月26日）、6時間リレーマラソンin札幌
ドーム（7月3日）の3連荘。大会のためには練習も必要ですね！ということ
で、練習会も企画致します。ただ、走るだけではありません。ランニングし
て、風呂に入り、ビールを楽しむという「ラン・フロ・ビア」。是非、皆さ
ま参加下さい！ご案内はFacebook等にて行う予定です。
　緑丘RUNNERSに参加の方は、下記連絡先にご連絡下さい。

E-mail：miyake-hdhk@lighthouse-audit.com　管理人：三宅

緑丘RUNNERS

美唄まで走る企画で、市長から感謝状をいただ
きました！



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。前納によるお得な割引制度もございます。
年次大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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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27年11月～平成28年5月受付）

昭和17年卒	 加藤　信吉	 2016年	 4月21月	 ご逝去
昭和18年卒	 村川　舜一	 2016年	 2月27日	 ご逝去
昭和20年卒	 中野　邦造	 2015年10月	 5日	 ご逝去
昭和20年卒	 清水　欣之助	 2013年11月	 1日	 ご逝去
昭和23年卒	 竹内　寛	 2015年	 9月27日	 ご逝去
昭和28年卒	 縄田　聡	 2015年	 8月18日	 ご逝去
昭和31年卒	 田森　久雄	 2016年	 3月	 5日	 ご逝去
昭和37年卒	 石坂　弘	 2016年	 3月13日	 ご逝去
昭和38年卒	 下山　宣弘	 2016年	 1月	 2日	 ご逝去
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）

☆ 緑丘さっぽろ101号が完成致しました。ご寄稿いただきまし

た皆様に心より感謝申し上げます。

☆ 今号より6名が広報委員に加わりました。それも私以外は平

成世代の、新鮮な感性の皆様です。

　瑞 し々い発想の元、紙面にもその効果が早速表れました。

☆ 年次大会のお知らせは、会券部分を切り取ることもあり別紙

と致しました。当番幹事の皆様の紹介やメッセージも掲載し

ています。年次大会の内容も紙面が増えたことで、より詳し

くお知らせ致します。7月23日の年次大会には、皆様、ぜひ

足をお運びください。

☆ 九州で大きな地震が発生致しました。被災された方々には心

よりお見舞い申し上げます。

福井芙美子（昭和54年卒　広報委員）

編 集 後 記

新幹事　ご紹介
　今年度より支部活動にご協力いただいている皆様をご
紹介いたします。
　左より、副幹事長の湯谷拓朗さん（平成21年卒）、年度
幹事・広報委員の和田はるなさん（平成26年卒）、副幹事
長・総務委員の山中利浩さん（平成2年卒）、副幹事長・総
務委員の篠田泰伸さん（平成5年卒）です。早速支部の活
性化に取り組んでくださっています。今後ともどうぞ宜
しくお願いいたします。

緑丘戦没者慰霊祭について
新　山　邦　幸

（昭和40年卒）

平成28年8月15日（月） 11：59から
緑丘戦没者記念塔（大学構内奥）にて

　私が慰霊祭に参拝するようになったのは5年前からです。
小樽商大創立100周年の行事に際し学内を見学し資料展示
室で小樽商大の歴史を眺めていると、昭和30年卒の柴田勇
吉大先輩が、出征する学生の為に寄せ書をしたと思われる日
章旗を指差して「あの松尾先生がこんなことを書くなんて、
西洋の思想を学び研究された先生なのに」と言われました。
旗の下に近寄ってみると「多殺必勝、松尾正路」と小さく書
かれていました。
　この四文字は松尾先生の脳裏から離れることはなく、多く
の学生を戦地に送らざるを得なかったことを永く思い悩ん
だことと思います。慰霊塔にも立ち寄ると、塔の中の正面に
松尾先生が書かれた碑文がありました。
　戦の野に果つるとも　若き命この丘にとどまりて
　消ゆることなし　友よ安らかに眠れ
　2年前の8月に小樽商大の桜について日本桜守の浅利政俊
先生に七飯町から来樽を願い校内の桜について御意見を
伺ったことがありました。和田学長と共に1時間程かけて校
庭と学校の周囲を案内いたしました。浅利先生は植物学のみ
ならず文学や歴史にも造詣の深い方ですが、慰霊塔を具にみ
て、「こんな美しい塔があり、良く手入れされた花で囲み維
持管理されているとは小樽商大は凄い大学だ」と感激されて
おりました。後日、浅利先生からハガキを受けとりました。
松尾先生が書かれた碑文と共に「後世に何を残し、後世に何
を伝えるか」と書かれておりました。
　今、国内外に難問が山積しております。
　「後は頼むぞ」と戦地へ向い、今この緑丘に眠る347名の意
思を受け、私は自分には何が出来るのか考えてみたいと思い
ます。今年もまもなく8月15日がきます。炎天の下でも清々
しい気分になります。旧知の方とまたお会いできることや新
しい方と出会うことが楽しみです。


