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友への調べ
鈴木市男〈昭和32年卒〉

　商大、小樽で生まれその麓に育った私にとって常に身近な場であった。時

折見えた商大の風景、幼少期から「ここに進むのだな」という感覚があった。

そして18歳の4月地獄坂を登る、商大生となった。部活・ゼミを核として沢

山の仲間達と日々を過ごした。卒業間近、「これから」の夢・希望・不安につ

いて、毎日と言わんばかりに仲間達と酒を交わしたことは今でも懐かしい。

　あれから数年。時は進み、各々の場で各々道を進んでいる。だが、集う機

会には現状を語りつつも、やはり商大での思い出を語る。気持ち一片はあの

頃に戻っている。

　そういう意味では、私達は今でも「商大生」かもしれない。とすると、これ

からもいつまでも「商大生」でありたい。

中　田　浩　紀　
（平成26年卒）

巻頭リレーエッセイ
これからもいつまでも
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　私と三男知也が、4月3日にそれぞれ小樽商大の大

学院と商学部に入学しました。同日夕方には二つの

テレビ局でそれぞれ4分あまり報道がされ、翌4日道

新の紙面にも掲載されました。これ程大きなニュー

スになるとは全く思ってもみませんでした。その

後、高校・大学の同期など多くの皆様から身に余る

お祝いの言葉をいただきました。息子も然りです。

ただ、これは意図したものではなく、事の成り行き

で偶然こうなったのでした。

　私は昭和53年に小樽商大に入学しました。いざ入

学してみると文系の総合大学のような感じでした。

また、理数系の科目が多く、特に管理科学科では他

大学では理系に属するような勉強ができるのでし

た。そして理系の出身者が多かったのです。もっと

も在学中の私は経営学やマーケティングにあまり興

味が持てず、商学科経営法学コースに進み、経営学

関連は最小限の単位しか取りませんでした。

卒業後北海道拓殖銀行（以下拓銀）に就職し、窓口業

務の後、融資課に配属になり、そこで私は頻繁に中

小企業の社長さんや部長さんから経営上の悩みを聴

くことになったのです。

　そんな体験もあって、その頃私は大学院へ行って

経営の勉強をしたいと思いましたが、その後私は難

病を患い、また拓銀の経営破たん後は転職などもあ

り、出来ませんでした。　　　

　十年ほど前から特効薬の服用により、体調がかな

り良くなったので、再び大学院に行きたいと思うよ

うになったのです。そこで本年の1月に入学試験を

受け、2月5日に合格したのでした。

　息子は国際情報高校の商業学科に通っていまし

た。ところが高校三年生になる直前、「理系の大学へ

行きたい」と言い出しました。私は「商業学科から理

系の大学を受験するなど無理だ。」と言いましたが、

息子は聞き入れず、北大の総合理系を受験するも当

然不合格になり、浪人しました。浪人中本人は今ま

でになく勉強をしていましたが、今年のセンター試

験では、北大の総合理系はボーダー（C判定）だった

のです。本人は考え込んでしまいました。しかし数

日後いきなり「俺は前期で小樽商大を受験し、社会

情報学科へ進む。」と言い出しました。どうやら予備

校で仲良くなった友人が商大を受けると言ったこと

と、自宅通学が可能なところと考えたのだと思いま

す。ともあれ息子は商大に合格しました。

　実は私は、息子が商大に進学することになり、嬉

しかったのです。商大は私の母校であるし、思い入

れもあります。息子は今では気持ちを切り替え元気

に通学している様子です。

　商大は同窓意識が強い大学だと思います。昨年、

私たち商大の同期は小樽で卒業35周年の同期会を行

いました。同期380名中50名ほど集まりましたが、非

常に盛り上がりました。会の最後に皆で大きな声で

校歌や応援歌を歌いましたが、皆感激していました。

息子もいつの日かそういう経験をすることでしょ

う。

小樽商大に親子で入学
千　坂　直　人　

（昭和57年卒・平成30年大学院入学）

−親子で緑丘人−
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　本稿は、現在の“20歳の頃”の若者が何を求めるか

を、商大のエッセンスを踏まえ著述する。本稿の

メッセージは、（1）若者が切実に求めるものは、今も

1911年の緑丘の学生もおそらく変わらないこと。

（2）大人達はそこで、自身の“20歳の頃”を瑞々しく

感じつつ、目の前の不安げな瞳の人間を前に、「君の

未来を、僕は信じる」と、真正面から混じり気無しの

感情を込めて言い放ってやることが重要という点で

ある。

　私は平成13年、経済学科を卒業し、神戸大学経営

学研究科へ進学。一橋大学イノベーション研究セン

ター助手を経て、現在、東京理科大学経営学部で教

鞭を取る身だ。アカデミアで生きてきた人間だが、

それだけに多くの“20歳の頃”の人と接してきた。そ

の都度、私も自分のその時期を振り返る機会が多く、

結果として私は、“20歳の頃”の人格と、社会人とし

ての人格が同居するような人間になっている。

　私の任務校は商大と同様、ゼミナールが必修であ

るが、ゼミの初回、私は決まって「諸君を紳士として

遇す」と言う。言うまでもなくこの言葉は、旧小樽高

等商業学校の渡辺龍聖初代校長が、設立にあたり一

期生を激励した言葉であり、私が小樽商大のゼミ初

回で瀬戸篤助教授（当時／現・小樽商科大学ビジネ

ススクール教授）から受けた言葉でもある。私が学

生当時、ゼミ教官から教わった解説によれば、この

言葉は「君たちは、海のものとも山のものともつか

ぬ学生であり、専門技能もない半人前だが、君たち

の未来を信じ、半人前の君たちを一人前として扱う。

だから貴君らは自らを誇り、その分、刻苦勉励に励

め」という意味をもつ。同様の解説を、私は自身のゼ

ミ生に対して行う。

　実はこの言葉は、言い放つ側が試される。心の底

から出た言葉でなければ、何時いかなる時代の若者

でも魂に響くことなく、醒めた目で面従腹背するだ

けだろう。また、言い放った後も、一貫して精魂込め

て教育するものでなければ、いずれその若者の心は

離れるだろう。幸いにして私は、ゼミ生から信を置

かれており、また私のゼミ生は良く学ぶ。それはお

そらく、私が商大時代、ゼミ教官から目をかけて頂

き学んだためであり、また私のゼミ教官も同様に商

大出身であり、ゼミ教官が商大生時代、同じように

ゼミ教官から愛情を受けたに違いない。

　司馬遼太郎著『竜馬がゆく』では、竜馬に随順した

陸奥陽之助が描かれる。陽之助は維新後、外務大臣

として不平等条約を改正した陸奥宗光にあたる。作

中、紀州藩を脱藩し鬱屈した若者・陽之助に対し、

竜馬は持ち前の快活さで、「後は外務大臣を務めるほ

どの器」と陽之助を評して元気づける場面がある。

当然、司馬遼太郎の創作も多分にあるにせよ、私は

幕末期、こんなやり取りが二人の間に実際あったと

信じる。なぜならば、こうしたやり取りは、実際に私

が商大で体験し、かつ今、私が自身の学生との間で

体験していることだからである。渡辺龍聖初代校長

から始まる商大のスピリットは、今なお、都内の学

生を前にしても効果を発揮し続けている。

「君の未来を、僕は信じる」：
商大に受け継がれるもの・変わらないもの・
普遍的なもの 工　藤　秀　雄　

（平成１３年卒）

−活躍する緑丘人−

向かって左端が工藤氏
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 組織概要

緑丘会札幌支部は札幌市内・近郊を中心に約2,300名が

所属し、同窓生同士や大学・学生との情報交換や親睦を図

り、各種行事や、セミナー・講演会などを開催しています。

ゴルフ・囲碁・ランニング等のサークルもあります。

 各行事・イベント

新年交礼会・年次大会・クリスマス会などのどなたでも参

加できる行事のほか、同窓生の講師をお招きしての緑丘サ

テライトセミナーも定期的に開催しています。

卒業年度ごとに開催される同期会、ゼミごとに開催される

ゼミ会の活動サポートも行っています。

 会報誌・ホームページ・Facebook

会報誌「緑丘さっぽろ」（本誌のことです）は年2回発行し、会員の皆さんにお

送りしています。

また、札幌支部ホームページでは、同窓生の活躍の様子や最新ニュース、各行

事のお知らせや開催報告など、さまざまな情報を掲載しています。

札幌支部のFacebook（フェイスブック）でも、さまざまな情報をご覧いただ

けます。アカウントをお持ちの方はぜひ「いいね！」をお願いします。

 事務局

活動にはどなたでも参加できますが、ご賛同いただける方はぜひご入会をお願いいたします。支部会費は年額3,000円で、まとめ払

いによるお得な割引制度もございます。連絡先は14ページにてご確認ください。

7月7日開催の年次大会の受付でも、入会申込や会費の納入を承ります。

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。ご協力よろしくお願いいたします。

緑丘会札幌支部とは？

緑丘会札幌支部は、札幌近郊における商大卒業生の交流・親睦が目的で設立され、事務局はJR札幌駅西側にある「sapporo55
ビル」3階・小樽商科大学札幌サテライト内にあります。
札幌支部の事をまだよく知らない読者の方へ、どんな事ができるのかご紹介いたします。
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イベントカレンダー
札幌支部に寄せられた行事のご案内です。お時間がございましたら、ぜひ足をお運びください。

6/17 日
第30回おたる運河ロードレース大会
小樽色内ふ頭を9時にスタート。今年も多くの同窓が参加します。
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
がら応援、観戦はいかがでしょう。

6/19 火

～

24 日

丘美会絵画展2018
と　き▶10：00～18：00（最終日は16：00）
ところ▶ギャラリー大通美術館　（中央区大通西5　大五ビル）

9～10月
の

土曜日

緑丘バスツアー
昨年は24名が参加、初秋のニセコを訪れました。
今年はオロロンラインを北上し、増毛に向かう旅を計画中。
７月頃に支部ホームページでご案内致します。

9/10 月

緑丘サテライトセミナー　開催予定
同窓の方を講師に迎え、セミナーを開催します。終了後は講師を囲んで昼食会も行います。
日程が決まりましたら、支部ホームページでご案内致します。

12/1 土
クリスマス会
と　き▶13：00～15：30
ところ▶TKPガーデンシティ札幌駅前（中央区北２西2）
大勢は苦手、夜の会合は出られない方、クリスマス会は
いかがですか。お一人はもちろん、ご家族、友人同士の参
加も大歓迎。今年はアコーディオン奏者の石澤佳子さん
(平成７年卒）をお招きします。歌と読み聞かせで楽しい
ひと時を過ごしましょう。

6/29 金

～

7/1 日
第66回緑丘祭
詳細は11ページをご覧ください。｠

７/20 
金

暑気払い
と　き▶18：30～
ところ▶中村屋旅館（中央区北3西7）

ところ▶北大構内

8/15 水 緑丘戦没者慰霊祭
14ページでご案内しております。｠

7/1 日 第104回対北大総合定期戦対面式
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　緑丘会札幌支部・山田支部長体制発足より幹事長・副

支部長（平成29年度より）を務めさせていただいておりま

す昭和54年卒の角田です。

　大学時代は、篠崎ゼミ（経営学）・硬式テニス部・体育

会（4年次会長）に所属し、想い出多い大学生活を送ってい

ました。毎日展望台までのランニングで始まり終わる硬

式テニス部では、OBで元監督でもいらした斉藤先輩（昭

和15年卒・北海道選手権6連覇）に2年間毎日のように昼

休み1時間ストロークのみの練習をつけていただきまし

た。少しでも離れた場所に配球すると返していただけな

い厳しい練習でした。（40年経った現在でも球のコント

ロールには自信があります？）テニス部の歴代の先輩には

春合宿（関西）や遠征（関東）で多大なる応援・援助をし

ていただきました。また、体育会会長の役割で一番重要な

ことは「北大との定期戦」を成功させることで、その際に

もOBの方々のご寄附で無事開催できたことを、今でも

はっきり覚えています。

　社会人（某損保に入社）になってまもなく社内OBの方々

から歓迎会を開いていただいたことも忘れられないでき

ごとです。「甘えは許されない」「先輩を頼るな」等々これ

が歓迎会かと思われるような言葉をいただき、社会人は

大変と気を引き締めました。しかしながら後日仕事で悩

んでいる私に、真っ先に声を掛けていただいたのは緑丘

の先輩の方々でした。会社で管理職の頃、商大の創立90周

年の寄付集めがありました。バブルが弾けた後であり、企

業の寄付行為が厳しい時でもありましたが、各部署に根

回しをしてなんとか要望額をクリアしました。その時も

社内の先輩の方々が強力に側面支援していただいたこと

は忘れられません。

　常に緑丘の先輩に育てられ、応援していただいた自分

がいます。現在の商大は、国立大学法人運営交付金等で、

国から毎年評価を受ける時代です。商大の伝統である「実

学の精神」の基、大学が独自性・アイデンティティを発揮

するためにはOBの支援が重要と考え、微力ながら支部役

員を務めさせていただいております。大学全入時代を迎

え、国立大学統合が囁かれる中「グローカル宣言（グロー

カル人材育成）」を掲げる商大が生き残るためにも、緑丘

会会員皆様のご協力が益々重要になります。この紙面を

借りて厚かましいお願いですが、ご寄附・ご支援よろし

くお願いします。

※�「大学の戦没者慰霊碑」でパソコン等検索して下さい。

商大の慰霊碑が上位で検索されます。お恥ずかしい話

ですが大学構内に緑丘戦没者記念塔があることを、支

部役員になるまで知りませんでした。緑丘戦没者347柱

の銘を刻み、　毎年8月15日に慰霊祭を大学・緑丘会合

同でおこなっています。今年は記念すべき第50回を迎

えます。先輩を敬うこの行事も商大ならではのもので

す。是非ご参加検討下さい。

緑丘会と私
緑丘会札幌支部
副支部長

角　田　国　孝
（昭和54年卒）
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　「北に一星あり　小なれどその輝光強し」
　商大関係者なら一度は聞いたことのある有名なフレーズ。
　しかし正直申し上げて私は今、この言葉を口幅ったくて使
う気になれない。少々厳しい言い方をすれば、その輝きは強
いどころか、むしろ年々くすむ一方ではないのか、と思って
しまうからだ。そうした思いはどこからくるのだろう。
　道外からの学生が激減し、学生の多様性確保が年々遠の
いていくなど、商大のポジションが徐々に低下していく中
で、商大が何を考え、他の大学とどう差別化し、どこに向か
おうとしているのか、全く見えてこない。ＯＢの私がそう
なのだから、受験生やその保護者を含め、商大とは無関係
の方々には全くもって何も伝わっていないだろう。大学と
しての広報戦略が全く見えてこない。あるのかもしれない
が、我々ＯＢにさえ響いてこない。
　手元にある駿台予備校の大学受験ランキング（経済、商
学）によると、商大はセンター試験で６８％がボーダー、全
体の４６位となっている。同レベルの大学（経済、商学）と
しては、埼玉、信州、北九州市立、県立広島、新潟、兵庫県立、
長崎県立などの大学がランキングされている。しかしこれ
らの大学の二次試験の受験科目を見ると、数学を必須とし
ているのは、何と商大のほか、新潟と兵庫県立のみ。あとは
国語、英語との選択か、そもそも数学を課していない。数学
を必須とする商大入試は、このランキング以上に難易度が
高いことがわかる。
　実際、東京大学文科二類を頂点とするこのランキングだ
が、商大よりも上位に位置し、二次試験で数学を必須とし
ているのは、旧七帝、一橋、神戸、千葉、横浜国立、名古屋
市立、大阪市立、広島、大阪府立、金沢の１６大学のみ。言
い方によっては、商大は二次試験で数学を必須とする大学
（経済、商学）のランキングで１７位の高難易度大学となる。

しかし、商大はこれら上位の大学ほど全国的な知名度、ブ
ランド力が高いかと言えば、決してそうではない。上述の
埼玉、信州、北九州市立など、地方にある同ランキングの大
学と争って、商大に学生を呼び込むのは至難の業だろう。
皆、地元の大学を選ぶに違いない。しかも商大は、旧七帝、
一橋、神戸並みに二次試験で数学を必須としているのだか
らなおさらだ。そうかと言って二次試験で数学を必須とす
る上位１６大学を断念した学生が、商大に志望変更するか
というと、そうとはならない。なるほど、道外から商大に学
生が来ない訳だ。
　旧高商系と言われる一橋、神戸、大阪市立、横浜国立、長
崎、山口、滋賀などの経済、商学系学部なかでも、山口、滋
賀などは二次試験で数学を必須とせず、選択としている。
さすがに商大の経済学科や社会情報学科で学ぶには、高度
な数学は必須だろうが、企業法学科や商業学科において、
数学は必要なのだろうか。学生の多様性を確保するには、
入学試験にも多様性が求められる。
　北大には全国から学生が集まり、道外出身者が６割を超
える。旧七帝のブランド力もあろうが、であれば、なぜ北海
道から九大、阪大、名大に進む学生より、九州や関西、愛知
からわざわざ北大に来る学生が多いのだろう。北海道大学、
広々とした大地、フロンティア精神など、大学生活をこの
北海道で謳歌できるイメージ戦略が非常に大きいと思う。
　商大や小樽にも魅力はたくさんあるはずだ。いまこそ学
生、大学職員、教授陣、緑丘会、OBが総力を結集して戦略
的に発信する時だと思う。

商大の魅力を戦略的に発信せよ！
緑丘会札幌支部
副支部長

平　塚　　　彰
（昭和57年卒）
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株式会社小樽ゴルフ場
監査役・公認会計士　大 石 一 良 （昭和49年卒）

大石公認会計士事務所

〒060-0004
札幌市中央区北４条西１２丁目１番地２８
北４条ビル　５階

（電話）　０１１－２８０－９３００
（E-mail ） ohishi-jimusho@coral.plala.or.jp

DKS
道都化学産業株式会社

取締役経理部長

〒060-0908
札幌市東区北 8 条東 1 丁目 1-40 道都ビル 4F
TEL 011-712-2311　FAX 011-751-4241
E-mail：n-chisaka@dohto-k.co.jp
URL：http://www.dohto-k.co.jp/

千坂  直人（昭和57年卒）

会計研究会（麻雀同好会）
（昭和49年4月設立　会計の専門家を目途）

大 石 一 良（昭和49年卒）

巌 築 優 司（昭和50年卒）

花 田 雅 史（昭和52年卒）

樽 谷 篤 知（昭和53年卒）

後 藤 道 博（昭和53年卒）

進藤　憲基
（昭和57年卒）

佐竹ゼミ、準硬式野球部、吉田下宿

（昭和56年卒）

富士園産業株式会社

代表取締役　山　田　泰　行

丸山ゼミ 小樽桜陽高校出身
〒063-0061　札幌市西区西町北16丁目6番17-602号
TEL011-668-5757　FAX011-668-5727

（昭和58年卒　室内管弦楽団）

（昭和56年卒）

富澤　克行
（昭和58年卒）

長谷川ゼミ、準硬式野球部

小樽商科大学昭和52年入学
ビール会のお知らせ

下記の日程で開催します。ぜひご参加ください。

日程　2018年7月　予定

幹事　八反田康一（昭和56年卒）

連絡先 011-221-9181　北海道マツダ販売内

〒003-0022 札幌市白石区南郷通 3 丁目南 5－1－701
携帯 TEL　090-3111-4285　　FAX   011-864-9819
＊＊＊NextYell ！　あなたの未来を応援します！＊＊＊

代表取締役　渡邉　至宏　（平成 4 年卒）
わたなべ　　よしひろ

＊＊＊＊＊ ご家族を完璧に守るために ＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊企業の収益と経営に貢献します＊＊＊＊＊

株式会社ネクスト・エール
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卒業25周年記念
平成3年入学同期会

2020年7月4日㈯開催決定!
一次会：小樽ニュー三幸　本店　

二次会：マルジェ尚

申込・お問合せ　 緑丘会札幌支部事務局
ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp

学校法人 北海道武蔵女子学園
理事長　篠 田  泰 伸

（平成 5 年卒）

教養学科　英文学科　経済学科
〒001-0022　札幌市北区北 22 条西 13 丁目

北海道武蔵女子短期大学
事務局　木 村  美 紀

（平成 18 年卒）

教養学科　英文学科　経済学科
〒001-0022　札幌市北区北 22 条西 13 丁目

（平成 6 年卒）

歓迎 !!
札 幌 緑 丘 クラブ囲 碁
明晰な発想と冷静な思考で脳が活性化
どなたでも何歳からでも始められます

Tel&Ｆax   011-231-6900
e-Ｍail  ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp

（平成 6 年卒）

小樽商科大学準硬式野球部
65周年祝賀会のお知らせ

下記の日程で開催します。ぜひご参加ください。

日時▶2018年9月22日（土）　午後5時
場所▶ニュー三幸小樽支店
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　2012年まで小樽で開催されていたプロゴルフツアー「サ

ンクロレラクラシック」、そんな所縁のある株式会社サン・

クロレラ社と、5月11日、長距離自転車のエンデュランスロー

ドレーサーとして、プロアスリート契約を締結致しました。

https://www.atpress.ne.jp/news/156263

　今夏より、五大陸それぞれに存在する大陸縦断（横断）のギ

ネス最速記録を、全制覇する挑戦にでます。夏のアメリカ大

陸を皮切りに、オーストラリア大陸、南米大陸へと続いてい

く予定。

　軟式野球に明け暮れた大学時代、卒業後は株式会社サイ

バーエージェントにて番組プロデューサーとして3年弱サラ

リーマンをして参りました。

　でもスポーツを通して、自分も演者として直接何か感動や

刺激を届けたい、という思いはずっとありました。

　安定した収入を捨て、大手企業で働いてきたプライドも、

見えていたはずの新たな目標も見失い、ただ「この人生を最

大限フルに楽しみたい」という夢は忘れずに、人生どん底の

中、模索と挑戦を重ねてきました。

　昨年7月11日、「世界を見てみたい、そこに自分の挑戦とを

掛け合わせて、スポーツエンターテイメントをやりたい」

　いつもの思いつきで、私の人生は大きく動き始めます。

　「世界を回るにも、肩書きも実績もなさすぎるから、まずは

トレーニングがてら自転車で日本一周でもして、それすらも

企画にして、企業やテレビ局に売り込みに行こう」色々検索

していると、日本縦断のギネス最速記録が存在する事を見つ

け、その場でギネスに申し込み、その日のうちに自転車メー

カーに提案メールを送ることになります。「北海道在住のフ

リーターですが、必ず成功させますので、自転車を提供して

くださいませ」翌日快諾の電話をくれたのが、大阪の自転車

メーカー「ROCKBIKES」でした。自転車の世界記録に挑も

うとしてる男は、自転車を持っていなかったのです。今振り

返ってもめちゃくちゃですね。笑

　10月17日、キャンピングカーやスポーツ飲料など、様々な

企業の協力をアポ電で獲得し、無事に北海道宗谷岬を出発し

ます。イタリア人プロチームのもつ、9日間で鹿児島県佐多岬

まで走破するというギネス記録を超えるべく、漕ぎ続ける素

人チーム。途中吹雪や台風のハプニングもありながら、一日

平均300kmを漕ぎ続け、見事40分間の更新を果たします（現

在新記録として申請中）

　新たに、世界的な大手自転車メーカー「スペシャライズド

社」の全面バックアップも決まり、また、北海道150年みらい

事業としても認定を受けたこちらのプロジェクト。いよいよ

夢にまで見た世界行脚が近づいて参りました。ぜひ皆様のご

声援、資金的な援助も頂けますと幸いでございます。ご期待

くださいませ。

問い合わせ：ナガセキヒロキ

　　　　　　nagasekihero@gmail.com�　　07054562077

������������������https://www.facebook.com/endurancehiroki/

日本初のプロエンデュランスロードレーサーナガセキヒロキ
世界五大陸制覇プロジェクトのご案内

永　関　博　紀
（平成２５年卒）
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　この度は「緑丘さっぽろ」への寄稿をさせていただき、

大変光栄に思い、感謝申し上げます。私は平成30年度に開

催される小樽商科大学第66回緑丘祭実行委員会の委員長

を務めております、社会情報学科の赤倉郁弥と申します。

第66回緑丘祭は、6月29日（金）～ 7月1日（日）に開催さ

れます。この緑丘祭にむけて、現2、3年生で昨年の9月ご

ろから活動をはじめ、今年の4月より新たに新入生が23

人、緑丘祭実行委員会に加入し、現在の人数は、3年生21

人、2年生20人、1年生23人、計64人の体制になりました。

より多くの仲間を迎え、ともに活動できていること、大変

嬉しく思います。また、緑丘会の皆様から、緑丘祭の運営

のために毎年ご支援を頂いていることについて、誠に感

謝いたします。

　さて、毎年開催できている緑丘祭について、私たちは多

くのことを見直しました。「お客様が緑丘祭に求めている

ものは何か」「学生や卒業生の皆様により楽しんで頂ける

ためにどのようなものを創ればよいのか」などについて見

直し、今までの緑丘祭に足りないものを見つけ、大きく進

化する必要があると私たちは感じました。今までの緑丘

祭からさらに大きな緑丘祭への進化を目指すために、第

66回緑丘祭のテーマは「UpRoad�ver.66.0」と設定致しま

した。このテーマに込められた私たちの思いは、商大がそ

びえ立つ長い長い坂道の地獄坂を登って頂いたお客様に、

進化した最大級の緑丘祭を発信、つまりお届けするといっ

た思いが込められています。

　テーマを軸に私たちは様々な催し物を準備しておりま

す。例えば、ミス・ミスターコンテストやお化け屋敷、巨

大迷路など、毎年人気の企画や、学生団体による多くの出

店も開かれることが予定されており、さらに様々な新企

画もご用意しておりますので、例年以上の盛況を期待し

ております。

　さて、最後になりますが、緑丘祭にむけて残り少ない期

間となり、現在は委員一同の士気が高まり、一つの目標に

向かって一致団結しています。緑丘祭は学生や地元のお

客様のみならず、卒業された方々や小樽市外のお客様に

も大変楽しんでいただける場となっております。皆様の

ご来場を緑丘祭実行委員一同、心よりお待ちしておりま

すのでぜひお越しください。�

緑丘祭の軌跡　―UpRoad ver.66.0―
小樽商科大学
第 66 回緑丘祭実行委員長

赤　倉　郁　弥
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「潔
いさぎよ

さ」に思う
　この語句の意味するところ物事に対する決断、とりわけ勝ち負けに
ついては英断である。
　一局において勝ち負け不明か、微妙に劣勢なる時「負けました…」、
実に潔い終局であり、勇ましい、清らか、すがすがしさを与える態度、
様は人格高評価に繋がる。
　一方、力不足、先読み出来ぬ者、意識過剰で勝負に連綿と拘る性格
の者は「潔い」とは言えない。
　この潔くない（清くなく未練がましい）性格は、よく考えると諦めが
悪い、キレやすい、勝負弱い、戦略乏しく無計画である等となり、囲碁
の勝負はもとより社会渡世に於いて相当不利である。
○定例会
　2月25日（日）大通り囲碁センター　25人
　5月13日（日）大通り囲碁センター　27人（うち室工大５人）
○春季知事杯戦
　3月25日（日）大通り囲碁センター　一部リーグAチーム　7位

平成30年ゴルフ会日程
開催日 コース名 スタート時間 備考

５月６日（日）
※実施済み

札幌カントリークラブ
真駒内CC空沼コース １２：０１ プレー料金　10,800円

☎０１１－５９１－８４２２　6組

ＶＳ室工大ＯＢ対抗戦
７月２８日（土） 札幌エルムＣＣ １１：５４ プレー料金　13,000円

☎０１２３－３３－５１５１　12組

８月１０日（金） 札幌国際ＣＣ　島松コース ７：３５ プレー料金　約13,000円（昨年）
☎０１１－３７６－２２２１　8組

９月２３日（日・祝） 札幌ＧＣ　由仁コース ７：２１ プレー料金　13,728円
☎０１２３－８３－２７７７　6組

・今年度も昨年同様年4回開催とします。
　「小樽商大VS室蘭工大」コンペは第二回時組み込み開催します。
・	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。（但し、
室工大ＯＢ戦の開催要領は別途ご連絡致します）
・	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・賞品代等に充当）

緑丘会札幌支部　電話/FAX　011-231-6900　
メール　ryokyukai@galaxy.ocn.ne.jp

競技方法

お問合せ
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平成30年度　MBA会行事予定について

　緑丘会MBA会は、今年度から新しい役員体制となり、さらなるパワーアップを目指していきます。

　「強靭なOBSネットワークの創出」を目指し、今年度も様々なイベントを開催してまいります。

　また、今年はOBS創設15周年という節目の年です。修了生も400名を超えました。さらに大きなフィールドへ

と繋がっていける年にしたいと思います。

　今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成30年度の主な行事予定

行事等 日程 備考欄

MBA会　定期総会 平成30年5月19日（土） 実施済み

納涼ビアパーティー 平成30年7月27日（金）

MBA交流会 平成30年9月  9日（日） OBS15周年記念事業と共催

新年会 平成31年1月（予定）

須　川　正　啓
（商学部平成18年卒・OBS平成26年卒）

出来る限り
　もはや、出来る限りの備えをする以外にありません。
　何かと申しますと、サロマ100㌔ウルトラマラソンに向けての準備です。職
場の環境も変わり、何かチャレンジをと思い今年エントリーしたのですが、如
何せん仕事のピークが4月から5月にかけてであり、なかなか走り込みが出来ま
せん。もともと承知の上とは言え、この時期走れないのは痛い。まあ仕方がない
と割り切って、1キロでも長く走れるように準備をすることに切り替えようと
思います。また、練習不足の焦燥感にかられるのも本来楽しむべきマラソンに
対して違うような気もします。『走れるところまでがゴール』と言う方もいらっ
しゃいますしね。
　今年もGW1日だけお休みして、美唄までランニングする企画（美唄ラン＝ビ
バラン）に参加してきました。サロマの練習としても適当な距離で新札幌から
美唄まで約53㌔を走るのですが、今回は三笠までの38㌔でダウン。昨年は完走出来たのに今年の方が走
力落ちているなんて、ショックです。現在の走力はそんなもの。本番までに60㌔、否70㌔には到達でき
るよう頑張ります。皆様、チャレンジの応援よろしくお願い致します！
次回、チャレンジの結果報告をさせて頂ければと思います。

E-mail：h.miyake@amor-labo.com　　管理人：三宅

緑丘RUNNERS
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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29年11月～平成30年5月受付）

昭和16年� 内山　三郎� 平成29年11月19日�ご逝去

昭和19年� 三上　　博� 平成30年��2月21日� ご逝去

昭和19年� 高橋　五郎� 平成29年��7月11日� ご逝去

昭和23年� 五十嵐世次� 平成29年11月23日�ご逝去

昭和23年� 高崎　芳明� 平成29年10月17日�ご逝去

昭和30年� 桑原　　博� 平成28年11月27日�ご逝去

昭和30年（短）� 鈴木　康義� 平成29年��8月��6日� ご逝去

昭和32年� 飯嶋　　耀� 平成30年��2月25日� ご逝去

昭和33年� 工藤　滋男� 平成28年��3月30日� ご逝去

昭和35年� 須田　善勝� 平成30年��4月25日� ご逝去

昭和38年� 三田村　勲� 平成29年��3月15日� ご逝去

昭和39年� 三宅佑太郎� 平成30年��1月15日� ご逝去

昭和40年� 藤原　邦博� 平成29年��4月22日� ご逝去

昭和43年（短）� 石崎紀久浩� 平成28年10月17日�ご逝去

昭和46年� 庄司　健一� 平成30年��1月29日� ご逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）

　「次のママの大学の集まりはいつ？」子供たちによくこう聞か

れます。

　緑丘会へ参加しはじめたのは育児休暇中でした。1歳児と4

歳児を連れての参加には心理的抵抗がありましたが、幹事の皆

さんのご配慮のお陰で、子連れでも肩身の狭い思いをすること

なく楽しい時間を過ごせました。今では緑丘クリスマス会も我が

家の恒例行事となり、緑丘会行事は会員の私以上に子供たち

が楽しみにしています。

　そして、ご縁あって広報部員となり、この「緑丘さっぽろ」に

も多くの同窓生の想いが詰まっていることを知ることになりま

す。いつも在学生や同窓生の活躍の様子に情報のアンテナを

張り巡らせて教えて下さる先輩、刷りあがると昼休みに抜けて

封詰めをしに来られる先輩、「緑丘さっぽろ」への率直な意見を

くれる後輩や同期、どんなに仕事が立て込んでいても原稿執筆

依頼に快諾して下さる同窓の皆様。105号も沢山の皆様のご

協力により発行することができました。

　自分たちが受けた恩恵を次世代に繋ぐために今できることは

何か。わずか16頁の広報誌ですが、検討の過程ではよくこのよ

うな議論が交わされています。広報部員の醍醐味はそのような

熱量（商大愛）を感じられることでしょうか。

　自宅に届いた広報誌を見ると、主人にいつも言われます。

「いいなぁ、君は。樽商卒で。」　

  広報部員　長谷川　千尋（平成15年卒）

編 集 後 記

緑丘戦没者慰霊祭へご参列を
平成30年 8月15日（水）11：59から
緑丘戦没者記念塔（大学構内奥）にて

　大学研究棟前、石狩湾を望む高台に戦没者記念塔があるこ

とをご存知でしょうか。

　戦火に散った学生・教職員の御霊を慰めるべく、昭和44

年に当時の松尾正路教授が卒業生有志に呼び掛け建立され

ました。塔内部には戦没者347名の銘が刻まれ、松尾教授に

よる碑文があります。

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
　毎年終戦記念日にご遺族をはじめ、緑丘会関係者、教職員、

学生らが列席して慰霊祭が行われ、今年で50回目を迎えま

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、皆様のご参列をお願い致します。

●問合せは080-1975-6847（藤原）まで
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緑丘OBによる書籍のご紹介

舟本秀男　(昭和41年卒）　著　　　　　　　　　　　　　　

二〇一八年・北海道命名一五〇年
「北加伊道」六〇話
財界さっぽろ　（オンラインショップより申込）
　

工藤秀雄　（平成13年卒）　著　　　　　　　　　　　　　　

社会に出て君はどう生きるか　88keywords
BECC出版　(Amazonでのみ販売)

　2018年は、それまで「蝦夷」と呼ばれていた未開の大地が「北海道」と命名

されて150年を迎える節目の年である。これを機に、過酷な自然環境に翻弄

されながらも北海道開拓に挑んだ先人たちの足跡をたどり、いかに多くの血

と汗と涙、そして思いがこの地に注がれてきたのかを60話に分けて探る。ま

た、北海道の歴史を語る上で避けては通れない和人とアイヌ民族との確執に

も大胆に踏み込む。

 本書は「財界さっぽろ」ホームページ「社長ブログ」に、88回にわたり掲載さ

れた「北海道開拓の先覚者達」を加筆修正のうえまとめたもの。"北の先覚者"

の実像に迫る。

　本著は都内の私大で教鞭を取る著者が、大学1年生から卒業まで、何を心に

留め学生生活を送れば充実した人生を送られるか、学生と接し格闘する中で

産まれた言葉が記されている。内容は（1）学問を学ぶ意味、（2）ゼミの意味、

（3）就職活動で内省すべきこと、（4）卒論を書く意味、（5）卒業生への手紙、

（6）友人・教え子から見た著者、から構成される。今の大学生に読ませること

を念頭にした著書のため、簡潔な言葉と88の短文からなる。ある章では「社

会人になるに当たり、ある選択をするということは他の選択を排除することと

理解して下さい。」との一文から始まる。その後、同窓諸氏なら学生に何を語る

だろうか。想像頂ければ嬉しい。



●と　き 平成30年7月7日（土）
午後4時30分　総会
午後5時　　　 懇親会・新入会員歓迎会

●会　費 5,000円

●ところ 札幌プリンスホテル 国際館パミール
（南3西12　☎241-1111）

平成30年（2018年）緑丘会札幌支部　

温故知新～緑丘魂
平成30年（2018年）緑丘会札幌支部

年次大会のご案内

お名前

ご卒年 （  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。

と　き▶平成30年7月7日（土）
　　　　午後４時30分　総会
　　　　午後5時　　　  懇親会・新入会員歓迎会
ところ▶札幌プリンスホテル　国際館パミール６階　
　　　　（中央区南3西12　☎241-1111）
会　費▶5,000円　

当番幹事▶平成元年入学・平成5年卒
　　　　　代表　南　真人（加藤ゼミ、会計研究会、旭川東高校）

特別企画
今年もクイズ王の須川正啓さん（平成18年卒、OBS9期）によるクイズ大会
を開催します。昨年は小樽＆商大クイズで大いに盛り上がりました。どうぞ
お楽しみに！

新入会員歓迎会
今年大学を卒業し、札幌支部に登録された方をご招待致します。
職場やお知り合いに新卒の方がいらっしゃいましたら、ぜひお声かけをお
願い致します。

一人でも多くの方のご参加を
お子さま連れも大歓迎！　キッズコーナーをご用意致します。
お席は卒年毎となりますが、入学年等のご希望やゼミやサークル単位のお
席も承ります。
年次大会終了後、同ホテルで有志主催の二次会があります。
あわせてご参加ください。

お申込は6月23日（土）までに、各年度幹事か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致します。
会券は支部HPからもダウンロードできます。

年次大会年次大会年次大会年次大会

き　り　と　り

ご勤務先

出身高校

所属ゼミ・部・サークル


