
 
 

 
 
    

    

夏合宿報告夏合宿報告夏合宿報告夏合宿報告    
    

55553333 期期期期    佐藤秀光佐藤秀光佐藤秀光佐藤秀光    
 現役岳文会は、8/17(金)に黒部班・雲の平班・裏銀座 1班、

8/18(土)に裏銀座 2班、8/19(日)に表銀座班・常念 1班・燕

常 1班・穂高アタック班、8/20(月)に常念 2班・燕常 2班・

笠ヶ岳班が出発し、25 日(土)に上高地にて集中式を行いまし

た。 

 昨年の震災による反動か、今年は新入生(55 期)が 40 人以

上と非常に多く、サークル員の 3分の 1に相当します。当初

は名前と顔を覚えるのも一苦労で、1人の上級生で何人もの

新入生を相手するということも度々見られる光景でした。夏

合宿の班編成においては、学年バランスを考慮して裏銀座 2

班を創設しました。コースリーダーには、登山経験が豊富な

52 期幹事長・藤田道太郎先輩にお願いしました。 

 こうして、総勢 100 人近くという前代未聞の規模で幕を開

けた 2012 年度夏合宿ですが、幸運なことに北アルプスはほぼ

全日程天候に恵まれ、全班行程通りに縦走を行うことができ

ました。一人体調不良者が出て下山しましたが、他に大きな

怪我はなく、上高地へと集合することができました。 

 私は表銀座班という男女班のコースリーダーを務めたので

すが、快晴の表銀座コースは非常に気持ちがよく、充実した

山行を行うことができたと思います。ときたま吹くそよ風が

とても心地よかったです。槍ヶ岳の頂上からは、自分達が今

まで歩いた長い長い道のりが見えました。班員と一緒にその

道のりを眺めていると、岳文会に入って、幹事長をやって、

本当によかったなぁ、と感慨深い気持ちになりました。チャ

レンジ受験で奇跡的に早稲田に合格し、偶然の巡り合わせで

岳文会に入会し、そして今そこで幹事長としてまとめている。

人生は何が起こるかわからないものだなぁ、としみじみ思い

ます。 

 今年の夏合宿の実施に際し、OB の先輩方にはテント 2張の

ご支援を始め、様々な援助を頂きました。おかげさまで、こ

うして安全で快適な山行を行うことができました。この場を

お借りして、お礼申し上げます。今後の岳文会のさらなる発

展をご期待ください。11 月に行われる OB 総会にて先輩方と

お会いできることを現役一同、心待ちしております。今後と

も、現役岳文会をよろしくお願い致します。 

 
 

12121212期期期期8888人衆山陰に集う人衆山陰に集う人衆山陰に集う人衆山陰に集う    
    

12121212 期期期期    轡田轡田轡田轡田    英夫英夫英夫英夫    
 我ら１２期のうち８人は2000年から夏・冬のオリンピック

イヤーに旅行をしている。今回はその６回目の企画で山陰に

集った。 
 9月22日、出雲市駅で奥村・片山・西垣・福盛と轡田の5人
が集合し、西垣の車で石見銀山に向かった。銀山で広島から

来た赤丸と合流し、昼前古い街道筋の町並みを散策し午後に

銀山の坑道に入った。坑道見学コースは軽いハイキングのよ

うなものである。坑道に入るときにはヘルメットを着用し懐

中電灯を持って歩くという物々しい状態であった。 

 見学後、一路松江の宿に向かい、そこで岡田と西村が合流

し８人そろった。その宿たるやお堀沿いの武家屋敷の黒塀の

中にあるという一見旅館とは思えない宿だった。なんと、従

業員は布団を敷き終わったら全員いなくなった。宿には我々

だけであり、好きなように使ってよいとの事。若ければ深更

まで鯨飲し狼藉の限りを尽くすところだったろうが、寄る年

波には勝てぬと見えて、皆おとなしく寝てしまった。 
 翌23日、奥さんと合流し二人で旅をする西村と別れ、午前

中は松江城の見学と城を取り囲む堀川を遊覧船でめぐる旅で

ある。日本に国宝天守を持つ城は４つある。姫路城・彦根城
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には及ばぬとしても、松本城・犬山城よりは松江城が立派で

ある。ぜひ国宝に昇格させたいものである。その後堀川巡り

をしたが、船から見る松江城や松江市街はすばらしい眺めで

あった。昼食を皆美館で鯛めしを食べた後、安来の月山富田

城に向かった。富田城は言うまでも無く、室町・戦国時代170
年間にわたって中国地方を支配した尼子氏の居城である。天

然の地形を利用した最も難攻不落な要塞城といわれ、｢天空の

城｣とも呼ばれていた城である。さすがに雄大なその遺構は往

時を偲ばせるものがある。その後、足立美術館に寄った。絵

は日本画で主に大観、陶器は魯山人を中心に収集している。

大観や魯山人を集めておけば立派なものだろうといったとこ

ろか。庭園はさすがに見事である。アメリカの庭園を扱う雑

誌で９年連続日本一となった庭である。アメリカ人が日本庭

園として好みそうなところだ。今日の宿は美術館のすぐ隣に

ある宿である。 

 24日、米子空港に向かう関係で、境港に向かう。境港は漁

港として日本一の漁獲量を誇っている。しかし、今はそれよ

りも水木しげるの出生地としての観光地である。地方の町の

多くがシャッター通りになっているところ、境港の水木しげ

るロードは平日なのに多くの人通りである。なんとこの４年

間で、1000万人の人が訪れている。水木しげる様々だ。この

街は妖怪とともにある。ここで、奥さんと隠岐に行く岡田と、

米子空港に行く片山と別れた。残った5人は、美保神社と美保

関灯台に向かった。美保神社は全国にある三千数百のえびす

社総本社である。大社造の社殿を２棟並べるという美保造の

美しい社殿である。帰路、米子空港で私が降り、米子駅で奥

村はさらに旅を続け、福盛は大阪へ、赤丸は広島へ、今回の

幹事の西垣は松江へと別れた。次回は来年ということで。段々

暇になってきた。 
 
 各人の若干プロフィールを紹介する 
 
赤丸赤丸赤丸赤丸 相変わらず長身・痩躯で若いころとほとんど変わらな

い。いくらか老けたかなという程度である。ただし、｢座らな

ければ」である。 

奥村奥村奥村奥村 大ビヤ樽は資産の増大に比例し一層大きくなった。そ

のため膝を痛め、歩行に障害をきたしている。ボランティア

活動に精を出している。 

岡田岡田岡田岡田 ２男２女の父、孫数人の一族の長で、それにふさわし

い風貌になってきた。昨年、聖跡桜ヶ丘から郷里の津へ引っ

込んだので東京がいくらか寂しくなった。 
片山片山片山片山 サラリーマンに全く向かないという己を知り、さっさ

と見切りをつけ歯科医になったのはさすがである。口を動か

すのの何分の一か体を動かすことを進める。 
西村西村西村西村 東京にいながら、奥さんと奥さんの郷里の岐阜にある

濃尾大地震慰霊堂を守っている。いまや岐阜の名士である。

弟は社会的に見て大変偉い人(日銀副総裁)であるが、本人は

自分のほうが偉いと言っている。 
西垣西垣西垣西垣 松江に生まれ、松江に育ち、松江に死す(だろう)。彼、

こよなく松江を愛す。谷垣前自民党総裁に風貌・体型ともに

良く似ている。首相にでもなれば、そっくりさんで脚光を浴

びただろうがもはやその機会も無い。 
福盛福盛福盛福盛 この6月から大阪で社長業をやっている。一泊旅行であ

ったはずが、二泊しようと言い出した張本人であるからして

よほど暇と見える。居ても・・・・といったところか。 
轡田轡田轡田轡田 今や「三高」のビヤ樽おじさんである。中年の三高と

は、高血圧・高血糖・高脂血症、これにビヤ樽であるからし

て毎日四重奏を奏でている。 
 
 

 

 

２０１２年度 岳文ＯＢ会 行事計画    

実施日 行事内容 集合場所・時間 担当者 申込締切 

11 月 4 日 

（日） 

文学散歩 

上野から本郷へ 

①上野駅中央口｢翼の像｣前 午後 1時 

②法真寺｢一葉資料館｣内 午後２時半 

轡田 

（12 期） 

11 月 2 日 

（金） 

11 月 23 日 

（金・祝） 
親睦麻雀の集い 

早稲田界隈 

午前 10 時より 

赤井 

（42 期） 
- 

11 月 24 日 

（土） 
総会  

12 月 2 日 

（日） 

早稲田スポーツ観戦 

関東大学対抗戦「早明戦」 

ＪＲ千駄ヶ谷駅 

午後 1時 

高橋 

（44 期） 

11 月 24 日 

（土） 

12 月 15 日 

（土） 
就職懇談会  

2 月 9 日（土） 

～11 日（月・祝） 

スノー合宿 

（スノーシューハイク） 
蓼科高原・小田山荘 

小田 

（7期） 

1 月 31 日 

（木） 

共通ルール 

 ①ハイキングは、昼食（お弁当）、行動食、装備など各自準備ください。 

 ②日程は、変更、中止があります。参加の場合は、事前に必ず連絡願います。 

 ③ご家族、友人、現役の方の参加も大歓迎です。 

    

    

    

    



11111111 月：月：月：月：Ｏ・Ｂ会総会のご案内Ｏ・Ｂ会総会のご案内Ｏ・Ｂ会総会のご案内Ｏ・Ｂ会総会のご案内    

Ｏ・Ｂ会会長Ｏ・Ｂ会会長Ｏ・Ｂ会会長Ｏ・Ｂ会会長    轡田英夫轡田英夫轡田英夫轡田英夫    
２０１２年のＯ・Ｂ会総会を下記の要領で実施いたします

ので、皆様お誘い合わせの上お集まりいただきたくご案内申

し上げます。 
 

記 

1. 日時 １１月２４日（土） 
 午後１時３０分 受付開始 
 午後２時  開会 
 午後３時３０分 閉会（予定） 

2. 場所 早稲田奉仕園内日本キリスト教会館 
 ６階 ABC 会議室 

3. 議題 １）２０１２年会計報告、活動報告、 
   岳文基金会計報告、会計監査報告 

 ２）２０１３年人事案、予算案、 
   活動予定案について 
 ３）現役からの報告 
 ４）その他 

4. 交通 高田馬場駅下車 
 早稲田大学行学バスにて西早稲田下車３分 
 現役の学生が道案内にたっております 

 
 なお、議事終了後、講演会をおこないます。 
 （午後２時４０分ごろから） 
 ・テーマ  『「従心」些事』 

 ・講師   ２期  池谷昇氏 （弁護士） 
 

                        懇親会のご案内懇親会のご案内懇親会のご案内懇親会のご案内    

 総会終了後懇親会をおこないます。懇親会のみの参加の方

も遠慮なくおいで下さい。 

1. 場所 早稲田大学 戸山カフェテリア 
 文学部のスロープを上がって左手にあります 

2. 時間 午後４時半から２時間程度 

3. 費用 ５，０００円 
 （但し、２０１３年分会費３，０００円を申し受

けますので８，０００円ご用意下さい。できるだけおつり

の無いようご用意ください。） 

 

 

12121212 月：就職懇談会月：就職懇談会月：就職懇談会月：就職懇談会のご案内のご案内のご案内のご案内 

Ｏ・Ｂ会会長Ｏ・Ｂ会会長Ｏ・Ｂ会会長Ｏ・Ｂ会会長    轡田英夫轡田英夫轡田英夫轡田英夫    
今年の就職懇談会を下記の要領で行います。 

多くのＯ・Ｂ、Ｏ・Ｇの皆様のご協力をお願いします。就職

活動に当たっての心構えや、就職活動を始めるにあたってど

のようにしたらよいか、来年度の就職をめぐる状況などを中

心にして懇談したいと考えています。 
 就職活動を近年された若手の皆さんの参加をお待ちしてい

ます。 

記 
 

1. 日時 １２月１５日（土）午後１時１５分～５時 
2. 場所 早稲田奉仕園内日本キリスト教会館 

 ６階 ABC 会議室 
 

 就職懇談会終了後、懇親会を行います。懇談会では話し足

りなかったことなどお話しするのによい機会かと思います。 

 なお、懇親会のみの参加も可能ですので、時間の都合のつ

く方はおいでください。 
 
1. 場所 早稲田大学 戸山カフェテリア 

 文学部のスロープを上がって左手にあります 
2. 時間 午後 5 時半から 2 時間程度 
3. 会費 ５，０００円 

 

▼Ｏ・Ｂ会総会、就職懇談会会場の早稲田奉仕園には、 

 こちらの地図をご参考にお越しください。 

 

    
    

    文学散歩文学散歩文学散歩文学散歩        
◇◇◇◇    一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて    

                                    －－－－上野から本郷へ上野から本郷へ上野から本郷へ上野から本郷へ－－－－    
1. 開催日 11 月 4 日（日） 
2. 集合場所 ①第一次集合場所 

      上野駅中央口 ｢翼の像｣前 午後 1 時 
     ②第二次集合場所 

      法真寺｢一葉資料館｣内 午後 2 時半 
      地下鉄本郷三丁目下車 徒歩 5 分 
  （東大赤門の向かい） 

3. コース  
上野駅―①一葉旧居跡―下町風俗資料館― 一葉の通った

私立青海学校跡―②一葉旧居跡―湯島天神―啄木歌碑―

鱗祥院（春日局墓所、東洋大学・相模女子大学発祥の地）

－③一葉旧居跡（桜木の宿）－法真寺（一葉資料館）－喜

福寺（佐藤紅緑・久保田万太郎墓所）－徳田秋声旧宅―(１)
坪内逍遥旧居跡（正岡子規・河東碧梧堂の旧居跡と同じ）

―(２)坪内逍遥旧居跡―文京ふるさと歴史館―④一葉旧居

跡―⑤一葉旧居跡―旧伊勢屋質店―久佐賀義孝の天啓顕

真術本部跡―半井桃水旧居跡―夏目漱石旧居跡（魯迅旧居

と同じ）－ ⑥一葉終焉の地（森田草平旧居跡と同じ）―

後楽園駅 

4. 費用 入館料 400 円  懇親会費 4,000 円程度 
5. 申込 11 月 2 日（金）までに、12 期轡田まで 

 ・メール：  
  ・携帯：  

  ・自宅： 
 
 前回は台風接近のため中止しました。再度の企画です。今

回短縮コースを設定してみました。時間や体力にあわせてご

参加ください。 
 本郷は色々な切り口がある。漱石・鴎外・啄木等々の旧跡

色々あるが、今回は一葉に焦点をあてて散歩をしてみよう。 

 一葉の家族は、上野から本郷だけで十箇所以上転居を繰り

返している。そのうち、今回は一葉終焉の地までの６箇所を

訪ねてみる。 
 JR 上野駅を出て、日本生命上野ビルの裏手に一葉は 10 歳

から 13 歳まですんでいた。ここから池之端にある下町風俗資

料館に向かう。ここは、一階が大正時代の街並みを再現して

あり、二階部分は昔遊びができたり昭和 30 年代の民家が再現

されている。近くに一葉が通っていた私立青海学校跡がある。

一葉はここを中退しているので、彼女の学歴は小学校中退と

なる。ここから一葉が 13 歳から 17 歳まで住んでいた家跡を

とおり、近くの湯島天神によってみる。湯島天神を過ぎ、春

日通りの坂の途中にある啄木の歌碑をみて、春日局の墓所で

ある鱗祥院に向かう。ここは、東洋大学の発祥の地であると

同時に相模女子大の発祥の地でもあるのである。 



 東大構内を通り赤門を抜け、通りの向かいにある法真寺と、

一葉自身が最も幸せの時代といっている｢桜木の宿｣（4 歳か

ら 10 歳）跡に向かう。方真寺の手前に旧居跡がある。法真寺

の境内には一葉資料館があり、一葉の半井桃水宛書簡や短冊、

写真や文献などがある。この｢一葉資料館｣で後半から参加す

る人たちと合流する。 
 隣の喜福寺には、佐藤紅緑や久保田万太郎の墓がある。徳

田秋声の旧宅も近いので寄ってから文京ふるさと歴史館に向

かう。途中、坪内逍遥旧居跡が２箇所ある。このうち最初の

旧居は、その後旧伊予藩主の旧藩の子弟のための育英事業の

一環としての寄宿舎｢常磐会寄宿舎｣となる。ここに、正岡子

規や河東碧梧桐らが住んでいた。 
 文京ふるさと歴史館から少し戻って、一葉が使っていた時

代の井戸がある旧居跡に向かう。この場所の２箇所に一葉は

住んでいた。さて次は一葉研究家を大変悩ましている久佐賀

義孝なる人物の天啓顕真術の本部のあった跡である。彼との

関係については当日説明する。少し戻って、一葉が足しげく

通った旧伊勢屋質店を見て、半井桃水旧居跡に向かう。 
 半井桃水は一葉が文学上の指導を受けた人で、眉目秀麗で

背が高く、一葉がほれぬいていたといわれる人物である。こ

の近くに漱石の旧居跡があるので寄ってみよう。この旧居に

は後日魯迅が住んだ。魯迅は漱石を崇拝していて、漱石の住

んでいた家に住みたいと願って住んだとのことである。 

 最後に一葉終焉の地を訪ねる。この家に、後日平塚明子（は

るこ、らいちょうのこと）と心中未遂事件を起こした漱石門

下の森田草平が居住した。 
 一葉はここで数々の名作を生み出し、貧困のうちに 24 歳と

いう短い生涯を終えた。肺結核であった。 
 ここから、懇親会の場所へ向かう。後楽園駅前にある文京

シビックセンター25 階のスカイレストランである。素晴らし

い夜景を見ながらの会食である。窓際の席を予約するつもり

である。    

    

早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦        
 スポーツ観戦を企画いたします。多くの OB、OG の皆様と

一緒に、勝利のあかつきには「荒ぶる」を歌いませんか。 
 

◇◇◇◇    関東大学対抗戦「早明戦」関東大学対抗戦「早明戦」関東大学対抗戦「早明戦」関東大学対抗戦「早明戦」    
1. 日時 12 月 2 日（日） 午後 2 時試合開始 
2. 場所 国立競技場 
3. 集合 ＪＲ千駄ヶ谷駅 午後 1 時 

4. 申込 11 月 24 日（土）までに、44 期高橋まで 
 ・メール：  
  ・携帯： 

5. その他 試合終了後、懇親会を予定しております。 

    

    親睦麻雀の集い親睦麻雀の集い親睦麻雀の集い親睦麻雀の集い        
 伝統あるＯＢ会のイベントに「岳文オープン」があります

が、ゴルフが出来ないため参加できずに残念という方々もい

らっしゃると思います。そうした人々の受け皿として、今年

は親睦麻雀を行う集いを用意します。 

 既に１０人以上の現役が参戦を表明しており、交流や支援

も兼ねた集いとなります。腕に覚えのある方、そうでない方、

近い期同士でお誘い合わせのうえご参加ください。 
1. 日時 11 月 23 日（土）午前 10 時～18 時まで。 

 途中参加も可能です。その後、打ち上げも予定

 しております。 
2. 場所 早稲田界隈＝参加人数の大勢が見えてから、ハ

 コ選びを行います。 
3. 参加費 現役：場代＋賞品代 1,000 円 

 ＯＢ：場代＋賞品代 5,000 円 
 ＊場代はいつからご参加されるかにもよって

 変わりますが、早稲田のため格安です。 

4. 賞品  
 現役の支援の意味合いを兼ね、さかいやや石井スポーツ

など登山用品店で使える商品券等を考えております。もち

ろんなるべくいろんな用途に使える種類のものを選びま

す。それを順位に応じた分、賞品としてお渡しします。賞

品代負担の関係で、期待値的には現役がかなり有利ですが、

目をつぶっていただければ幸いです。 
5. ルール 

・本集いは賭博ではありませんので、相対で握りあうなど 
 の行為も遠慮いただければと思います。 
・現役とＯＢが極力同卓できるようご協力いただきます。 

・いわゆる「アリアリ」ルールです。 
・射幸心をあおるチップや赤などは使いません。 
・25,000 点の 25,000 点返し。持ち点に「１位は＋20、２

位は＋10、３位は－10、４位は－20」の計算を行う、マイ

ルドな形にしようと思います。（オカ無しワンツー） 
6. 申込 参加希望やお問い合わせは、42 期赤井までご

 連絡ください。 
 ・メール： 

 ある程度人数が集まれば、店を貸し切ることも可能です。

皆様の参加をお待ちしております。参加希望の方のメールア

ドレスでリストをつくり、詳細が決まったところでご連絡を

差し上げるスタイルです。 
 
 

 

北海道北海道北海道北海道 OBOBOBOB 会は今会は今会は今会は今    

5555 期期期期    小野小野小野小野    倫夫倫夫倫夫倫夫    
 全国の岳文 OB の皆さんお元気ですか。５期の小野倫夫で

す。 

 北海道には今１０名ほどの OB がいますが、北海道 OB 会

として組織されておらず、何かのきっかけで卒業年度の近い

OB が集まる程度です。 
 岳文５０周年記念式の折、隣り合わせになった藤野 彰さ

ん（16 期）が今春北大教授として札幌の住人となり、私の事

務所（NPO スポーツクラブ札幌）を訪ねてこられ OB 会の話

になりました。 
 7 月に、山とスキーでよく一緒している 7 期小田毘古さん

がトムラウシ登山のため来道、下山後、札幌で 6 人の懇親会

を開きました。 
 ５０周年記念の実行委員だった小田さんの働きかけにより

これを契機に北海道 OB 会の始まりとなりました。 

 北海道には今、わかっているだけで 10 人程の OB がいるの

ですが、転勤族は把握できないのですが、連絡があれば年に

1，2 度の OB 会を開きたいものです。 

 私自身今年、会長をしている、北海道山岳連盟 60 周年を

10 月に控え何かと慌ただしく、昨日までは日本山岳協会の自

然保護委員全国大会を十勝岳で実施主管団体としてそれなり

につかれましたが、今週末は大雪高原温泉へ紅葉狩りという

隠れ登山です。 
 又、設立からいままで指導してきた中高年登山クラブも今

年 10 周年で本州（上高地～横尾～槍）道内（函館観光と駒ヶ

岳）（斜里岳と摩周）と 3 本のツアーは個人山行と違い疲れま

すが、無理せず楽しい健康登山です。 
 ともあれ、今年 70 才、古希ですが現職時より山に係ること

が多くなり引退、隠居という歳なのにと思いますが、周りか

らは「することがあるからいいんだよ」と慰めとも羨望とも

つかない言葉に励まされています。 
 
 
 

北海道のＯＢか北海道のＯＢか北海道のＯＢか北海道のＯＢからららら    



札幌便り札幌便り札幌便り札幌便り    

18181818 期期期期    寺田寺田寺田寺田    耕晴耕晴耕晴耕晴    
 今年４月に札幌勤務となって半年が過ぎました。 
 札幌単身赴任という言葉は、赴任前に様々な意味で多くの

友人たちの羨望を集めましたが、実際に着任してみると、取

引先への挨拶回りなど道内各地への出張で札幌の社宅を留守

にすることが多く、今もって他人に語れるほど札幌の街（特

に“すすきの”などの繁華街）はよく知りません。 （注） い
ずれ研究成果を報告します。 

 もっとも早稲田を卒業後、函館湾に面したセメント工場に

２度勤務した経験があり、これで北海道生活は３度目。私に

とって北海道は第二の故郷、と言ってもよいほど縁深き（妻

も道産子です）土地となっています。 

 冬の寒さは厳しいけれど、自然や景色の素晴らしさ、食材

の豊かさ、美味しさは言うまでもなく、その魅力は語り尽く

せません。 
 何といっても北海道は広大です。国土面積の２２％を占め、

その一方で人口はわずか５５０万人。ちなみに私の自宅があ

る埼玉県は、国土面積の１％の土地に７００万人が住んでい

ます。 

 人が少ない分、野生動物と遭遇する機会が多く、私自身、

これまでにエゾ鹿、キタキツネ、エゾリス、縞リス、ヒグマ

の親子、イルカ、川を溯上するサケの群れ等々を道内各地で

目撃しています。 

 ヒグマやイルカは知床岬を巡る船上から、その他の動物は

山歩きの途中やゴルフ場、道端などで何度も目撃しています

が、特にエゾ鹿は、猟師が減ったことや保護活動の結果とし

て個体数が大幅に増加しています。 

 自動車との衝突事故や農作物に被害が出るなどの問題もあ

り、単純に自然が回復したとばかり喜んではいられないよう

です。私が住んでいる札幌市中央区の住宅地では、今春ヒグ

マが目撃され大騒ぎになりましたが、頻繁に現れるエゾ鹿は

あまりニュースになりません。 
 ところで、今夏は全国的に記録的猛暑でした。 
 北海道も例外ではなく、各地で最高気温が３０度を超える

日が続きました。それでも朝夕は比較的涼しく、毎晩エアコ

ンなし（そもそも札幌の社宅にはエアコンはありません）で

快眠。例年なら夏痩せするはずが、今年はビールの飲みすぎ

で太るばかり。 

 体重増加傾向にブレーキをかけようと、岳文魂（そんな言

葉ありましたか？）を思い出し、暇があれば山歩きをするよ

うに努めています。 
 社宅から歩いて行ける藻岩山（標高５３１ｍ）には既に５

回登っていますが、下山後に山麓のレストランでワインを飲

みながらパスタを食べるなど、都市部の低山ならではの愉し

さをひとり満喫（これでは痩せない！）しています。 
 遠出の山なら大雪山系の赤岳（標高２０７８ｍ）や黒岳、

ニセコのチセヌプリ（標高１１３４ｍ）やイワオヌプリなど

にも登りましたが、こちらは高山植物のお花畑や温泉が魅力。

十勝岳温泉や五色温泉（ニセコ）はお薦めの秘湯です。 
 本州のアルプスなどと比較すれば北海道の山々の標高はあ

まり高くはないのですが、高緯度にあるため標高１０００ｍ

程度でも高山歩きの醍醐味を味わうことができます。 
 ３年前に大雪山系のトムラウシ山で発生した遭難事故は多

くの方々の記憶に残っていることと思いますが、日高や知床

連峰など一部を除けば案外簡単に登れる山が多く、特に夏季

は道外からも大勢の登山者（山ガール？山女？が中心）が各

地を訪れます。 

 ７月中旬、利尻島に出張した帰りのフェリーで何人もの登

山姿のご高齢の方々を見かけましたが、聞けば東京から来て

１０時間かけて利尻山を登頂してきたとのこと。 
 ６０歳代後半とおぼしき女性たちの嬉々とした表情を見て

いると、利尻山が自分にとって未経験の山であることに軽い

嫉妬を覚え、将来の自分を予想すると彼女たちの体力や意欲

に驚嘆せずにはいられませんでした。 
 さて、北海道はもうすぐ雪の季節を迎えます。 
 ニセコに代表される山岳リゾートは、今や海外からもスキ

ーヤーやスノーボーダーが大挙押し寄せ、世界一のパウダー

スノーが体験できると評判です。 
 何だか北海道の観光協会の手先みたいな話になってしまい

ましたが、岳文会ＯＢの皆様、北海道は一年中楽しさ、面白

さに溢れています。 

 登山、スキー、カヌー（釧路湿原で体験！）、 食べ物、お

酒、すすきの・・・目的は何でも結構。是非“あずましい”

北海道へ遊びにお越しください。 

 最後になりましたが、北海道在住のＯＢの皆様とも今後交

流させていただきたいと思っています。よろしくお願いしま

す。 
 

 
 
 
 

北の大地でドラマチックに仕事をしています北の大地でドラマチックに仕事をしています北の大地でドラマチックに仕事をしています北の大地でドラマチックに仕事をしています    

北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社北海道新聞社    マーケティングセンターマーケティングセンターマーケティングセンターマーケティングセンター    

26262626 期期期期    本本本本    文夫文夫文夫文夫    
 「わたしたちの仕事は意識調査だけやって、社内にプレゼ

ンスを示すことじゃない。売れる仕組みを作ることです。若

年層が新聞を読まなくなって、中高年を相手にしたビジネス

として、それに見合った人員規模に減らして会社を存続させ

る、それでいいんですか。あなたはここの職場長なんです。

わたしがあなたの立場なら、こう言います、“やれ。ただし、

しっかりやれ”」 
 北海道新聞社のマーケティングセンターという１１人の所

帯で仕事をしています。編集、販売、財務など５つの局から

人が集まり、昨年７月に新設されました。 
 この前日、就活生に新聞を購読してもらうためのプロジェ

クトを広告局、電子メディア局出身の２人とともに共同提案

しました。ここ数年に実施された社内の若年層対策を洗い出

し、マーケティングの考え方を基に熟慮して作成したプラン

でした。悪い出来ではなかったと思います。 

 「大学生に新聞を読ませようとするのは、砂漠に水を撒く

ようなものだ」 
 職場長を含む３人から否定的な考えが示されて、及第点を

得ることができませんでした。提案は却下されました。従来

の対策の洗い出しに関する報告がまずかったのでしょう。対

策という名のものがターゲットを明確にしないまま作り手側

の発想を基に各局各様で実施され、獲得部数は未計測、とい

う様を明らかにしたことで、やっても無駄なのではないか、

このプロジェクト自体が社内にハレーションを生むのではな

いか、といった懸念を生じさせたのだと思います。 
 否決した後で迷いが生じたのでしょうか。職場長は翌日の

夕方、意識調査だけでもと代案を出してきました。浅慮。わ

たしの目にはそう映りました。 



 「わたしたちの仕事は…」 わたしは隣接する広告局の約

５０人にも聞こえる声で、冒頭の言葉を放ちました。意地と

商量。１２０の眼がわたしたちを見ていました。 
 「分かった。やろう。結論を覆すことになるけれど、セン

ターのみんなに明日お侘びをします」 
 車輪が動きました。 
 わたしたちは旧知の北海学園経営学部Ｓ教授にお手伝いい

ただき、ゼミ生へのグループインタビューから始めました。

“有用性”というキーワードが浮かんできました。 
 「自分の生活への“有用性”が感じられないから新聞は読

まない。たとえ低額のアプリでも使わない。“有用性”が感じ

られるなら、３０００円でも払う」 
 就活生にとっての“有用性”は内定を得ること、そして社

会で求められる力を身に付けること。それが実感できれば、

新聞を購読する。そうした仮説が見えてきました。新聞の読

み方ならぬ使い方講座を実施することに方向を定め、就活対

策本数十冊に目を通し、新聞が使えるとはどういう状態か行

動観察を行い、行動心理学、教授法なども泥縄式に学んで講

座の実施方法を練り上げました。そして今年２月、就活生を

対象に初回３時間、２回目３時間、計６時間の講義と演習を

Ｓ教授とわたしたち３人が講師を務めて会社の会議室で行い

ました。参加２５人中、7 人が一人暮らしで新聞の未購読者。

講義終了後、３人が北海道新聞を購読してくれました。水を

撒くからダメだったのです。掘って掘って掘り進んだら、砂

漠の下に含有率４割の金脈が眠っていました。 
 垂直展開で成果を得た後は水平展開です。販売局、経営企

画局に人を出してくれるようかけあって職場横断型のチーム

とし、人員を３倍の９人にしてもらいました。５月からは、

動員を増やすため、社外へ出て大学内で講座を開催すべく、

９人で札幌近郊の大学に営業をかけました。 

 そうこうするうち、２月の受講生から内定の報告が舞い込

むようになりました。先日、内定を祝う会を開きました。前

述の３人は既に内定を得ていました。ほかに２人が参加して

くれました。 

 「講座を受けてなかったら、内定はヤバかったと思います。

部活の後輩３人に、おまえらも講座を絶対受けろよって言っ

ときました」 
 「講座自体は正直言って目新しくはなかったです。けれど、

スタッフのみなさんの気持ちが伝わってきて、社会に出てか

らもこうした繋がりが持てたらいいなと思いました」 
 “ありがとう”と言おうとして、少し言葉に詰まりました。 
 ９月下旬からは、９人での大学の出張講義が始まります。

営業の成果もあり、その対象は延べ１０００人ほどになる予

定です。 
 
 

 

岳文会のみなさま 
 

 熱い夏も終わり、すっかり秋めいてまいりました今日この

頃、いかがお過ごしでしょうか。この文章を載せた会報がお

手元に届く頃には、きっと寒い毎日になっていることかと思

います。 

 さて、私事で大変恐縮ですが、この場をお借りしてご報告

させてください。 
 ２０１２年８月２５日、４５期山田恭毅と４８期田上慶子

は結婚いたしました。結婚式や二次会にご出席いただきまし

た皆様、また欠席でも暖かいお心遣いやお言葉をかけてくだ

さった皆様のおかげで、当日はとても楽しく幸せな時間を過

ごさせていただきました。厚く御礼申し上げます。特に４５

期、４８期の方々に作成いただいた余興・映像は素晴らしく、

ここまでしてくれる熱くて優しい仲間がいることは人生最大

の出会いだと思っております。 

 私達について簡単に紹介させていただくと、付き合うきっ

かけは２００５年の夏合宿で同じ穂高班になったことでした。

女子中・高出身で「この気持ちが恋愛なのかな？」状態だっ

た私は、先輩方の「秋まで待て」の教えを胸に時間をかけ自

分の気持ちを確認し、その年の冬にお付き合いが始まりまし

た。そして２０１１年の冬に婚約いたしました。 
 お付き合いをしている間も様々なことがありましたが、婚

約した頃とても印象的な言葉に出会いました。少し長くなり

ますが引用させてください。東野圭吾氏のある小説です。 
 
************************** 
よくいうじゃないか。運命の相手とは赤い糸で結ばれている

って。･･･略･･･いいことを教えてやる。赤い糸なんてのは、

二人で紡いでいくものなんだ。別れずにどちらかの死を看取

った場合のみ、それは完成する。赤い糸で結ばれてたってこ

とになる。 
************************** 
 
 私達がこれから紡いでいく糸は、恐らく時には絡まってど

うしようもない時や切れそうになってしまう時もあるでしょ

う。綺麗な糸にならなくていい、でこぼこでも幸せな糸を紡

いでいけるよう、「赤い糸で結ばれてた」となるよう、２人で

力を合わせ生きていきたいと思います。 
 まだまだ未熟な私達ですが、どうぞ今後ともご指導ご鞭撻

のほどよろしくお願い申し上げます。 
 
４５期 山田 恭毅 

４８期 山田 慶子（旧姓 田上） 

 
 
 
 

 

平成平成平成平成 22224444 年度年会費について年度年会費について年度年会費について年度年会費について    

――――11/9(11/9(11/9(11/9(金金金金))))〆切―〆切―〆切―〆切―    

45454545 期期期期    小西麻子小西麻子小西麻子小西麻子    
 会費の納入につきまして、日頃よりご協力賜りありがとう

ございます。早いもので今年度もＯＢ総会を控え、年度の区

切りの季節がやってまいりました。 

 現在会報は 532 名の方に送付しており、内 186 名（除 51
期 19 名）の方に既に会費の納入を頂きました。皆様から納入

して頂いた会費は、会報の作成・発送費や夏合宿・総会の運

営の他、現役学生向けの就職懇談会や日々の活動の助成金と

して活用させて頂いております。 
 今年度の会費は 11/9（金）までの受付分とさせて頂きます。

51 期については今年度分の会費納入は不要です。ＯＢ総会出

欠席のはがきのみ返送をお願いします。まだ今年度の会費の

納入がお済みでない方は、お手数ですが、ご理解・ご協力の

程よろしくお願い申し上げます。 
 
１）一会員につき年額 3000 円 

  （夫婦会員の場合には一世帯につき年額 3000 円） 
２）本年は平成 23 年 11 月 26 日を平成 24 年度開始日とする 
３）振込口座 

     〔当座〕〔当座〕〔当座〕〔当座〕    00230002300023000230----8888----30118301183011830118    
  又は 〔普通〕〔普通〕〔普通〕〔普通〕    店番店番店番店番 008008008008    口座番号口座番号口座番号口座番号 6690731669073166907316690731        
 
同封の赤い振込用紙で郵便窓口もしくはゆうちょ銀行ＡＴＭ

でお振込みいただくと手数料が無料です。ゆうちょ銀行備え

付けの青い振込用紙もしくは他行からのお振込は手数料がか

かりますのでご注意下さい。 

結婚報告結婚報告結婚報告結婚報告    

OBOBOBOB 会幹事会からの連絡会幹事会からの連絡会幹事会からの連絡会幹事会からの連絡    


