と連帯を﹂と銘打ったＳＪＣ︵会

全面的に受け入れ︑今月完成した

校明治大学での開催を﹂と０声を

会員の間から要望の強かった﹁母

また︑会場については︑ＳＪＣ

め︑事務局ではこうした

というものだ︒このた

る懇親会にしてはどうか

第二部はビュフエ式によ

し長ｌ

さいｉ

を梅｜

覚雨！

えもＩ

事務局の話によると︑第一部で

た分割形式も検討中だ︒

る時間帯なども考慮して目下︑開
催時間を検討中だが︑夕方六時前
後からの開催が有力視されてい
さらに︑この日の役員会では︑

る︒
日本テレビの河合公八郎報道制作
部長︵三十二年法卒︶の幹事就任
を全会一致で決定した︒なお︑第

母校明治大学が創立一〇〇周年

記念事業の一環として進めていた
下旬発行するＳＪＣニュース第三

後︑什器・備品の搬入︑据付︑さ

を消化︑今月中旬に完成した︒今

杓一月の着工以来︑順調に作業工程

上階の八階には約四〇〇名位収容

フロアーもある多目的会館で︑最

とより︑校友・父兄の利用できる

大学会館は︑学生・教職員はも

﹁明大前通り﹂のシンボルとなろ

校の誇る記念館に加え︑駿河台

号に掲載することを決めた︒

口には利用開始の予定という︒

らに事務室等の移転が行われ︑秋

三回総会のこまかな案内は︑九月

まして︑今回︑会報第二号を発

で会員が相互に意見交換し︑続く

行いたしました︒ご拝読載けれ

この建物は地下一階・地上ハ

の書が埋め込まれている︒これは

でもある﹁権利自由・独立自治﹂

呼び掛けの上︑ご参加下さいま

のわがＳＪＣの総会も︑この新築

シンボルといえよう︒なお︑前出

︵会長・渡辺 宏︶

らせいたします︒

にふさわしい会場といえそうだ︒

多くの会員が参加して交歓するの

行われる︒さわやかな秋︑母校で

なった大学会館ハ階の大会議室で

なかったと して有難く承わるとともに︑私ど

そこで︑ＳＪＣ活動のより一層

は九月に こＩスをもってお知

すよう重々お願い申し上げま

の総会には

の活性化を図るという思いを込め

省している次第です︒
ぜひ出席し

方から﹁次

いうＯＢマ もの呼び掛けや日々の活動がいま

を使っている︒この会館に最適の

で︑碑はイタリー産０白色天然石

た三木武夫元首相の筆によるもの

創立一〇〇年を記念して寄せられ

で０総会と懇親の集い

歌の一節であり︑母校の建学精神

ールには︑大理石に刻まれた︑校

ところで︑一階のメモリアルホ

たい﹂というお言葉を載いたり︑

﹁大学会館﹂の新築工事は︑58年

左・総会が開かれる８階の大会議室

すでに会員となられている方から

ぱ幸いです︒また︑今秋には︑私

階・40メートル０高さがあり︑母

﹁活動をもっと活発化すると同時

たちの青春の舞台である駿河台

なりました︒

棟・図書館と同じ。記念館との調和を考
を記念して建設した﹁大学会館﹂

に︑母校明治大学が創立百周年

さて︑明治大学ＯＢのマスコ に︑母校の発展に貢献して欲しい﹂

ミ人で組織するＳＪＣも設立し といった励げましの言葉を︑たび

て早や一年半になります︒この たび載いております︒学窓を同じ
会を実施し︑会員の皆

えた落ち付いた色調だ。
す︒なお︑総会の詳細なご案内

すが︑広く知人ＯＢの方にもお

汗幅広いｓＪＣ活動を長り諮斜

間︑二度の総会 懇親会員の皆様へ
様方による親睦と交流
を深めました︒

●写寞●上・新築なった大学会館の前

スコミ人の ひとつ十分ではなかったことを反

その後︑ＳＪＣの存在を知ら くした方々ならではのお気持ちと

参

景。色は赤茶色で昨年４月完成した研究

できる大会議室もある︒

は三十分︱一時間程度︑飲食抜き

多目的な会館で︑校友フロアーも

!lll;;IIII[i]F.4 ]!liilaij?￨
目⁚10月25日に友情と連帯のつどい＝
長・渡辺宏ＴＢＳ副社長︶の第三

大学会館とすることで合意した︒

﹁駿河台出身マスコミ人の友情

れることになった︒これは東京・

°かい｜

が少しでも多く出席でき

回総会が︑十月二十五日に開催さ

これまでＳＪＣの総会は︑年に

楽しい懇親会も

ビュ″フエ式の

ことに加え︑多忙な会員

霞が関ビルで五月二十四日開かれ
たＳＪＣ役員会で正式に決まった
もので︑総会の会場には︑間もな
く新装オー・プソする母校の大学会

もあって︑総会＝懇親会という雰

一度０旧交を温める場ということ

第三回総会は当初︑五月に開催

館が予定されている︒

ヒつなＩ

″趣向″を変えてＩ︑二部に分け

囲気だったが︑今回はチョ″ピリ

る終｜
苧□

が予定されていたが︑総会準備の

しなに｜

一

遅れや会場選びなどで開催日変更

i□こ年｜

１

を余儀なくされたもので︑この日

・
Ｉ

‑

の役員会で検討した結果︑改めて
十月二十五日開催を正式に決定し

り風例l

１涼

涼風になつかしさを覚える侯と
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で，３つの会議室に屯仕切りが可能。

回の総会は︑いず

るが︑これまで二

回で三回目を迎え

ＳＪＣ総会は今

飛島田一雄らのＯＢも多数駆けつ

会党委員長の職を退いたばかりの

時︶のほか︑三木武夫元首相︑社

には︑来賓として小島憲総長︵当

をいつまでも失わず︑明大スピリ

この中で小島総長は﹁青春の血
ットで社会のため︑母校０ために

け盛大にＳＪＣの設立を祝った︒

集いということも
がんばってほしい﹂とあいさつ︒

れも青春を駿河台

あって︑終始なご
三木元首相も﹁今はグループパワ

で過ごした同窓の

まれたものだった

やかなムードに包
ーの時代︒いい意味で明大出はも
い︒マスコミ界でも明大出が大き

っと結束︑協力しなくてはならな
な勢力を持ってもらいたい﹂と結

青春の血と結束
ホテルニューオ
束強化の必要性を強調し︑大きな

ータュ０岡本幸吉
副社長︵二十六年法卒︶の特別な

ラだ﹂﹁ウチの社だけでも五︑六

マスコミ人は結束力が弱く︒ハラバ

続く第二回総会は昨年五月に開

十人のＯＢがいる︒全国規模だと

拍手を浴びていた︒
催︒この時も前回同様︑全国各地

お互いに交流する楊がないという

相当な数になると思われるのに︑

計らいで︑過去二回の総会は東

からマスコミ関係者が参加し︑会

のは残念なことだ﹂などと話し合

場０あちらこちらに友情の輪が広
がり︑旧友︑″斯文″との聞でな

ったのがきっかけで︑結成準備が

九四万八ｍ

方面に地歩を築きあげて︑わが明
ンし諮燧じ七か蚕食さ

会に臨んでいるが︑どこでも明

ものはなく︑団結心の固いこと

大出身者ぐらい母校愛に燃える

ミ界をリードすることを約束づ

著しい躍進は将来わが国マスコ

群を技くとの世評を耳にして欣

目指したが︑わが明大は法学優先

創立当初から慶応は財界人養成

の方針を変えなかったため時代Ｏ

快にたえぬ︒ことに言論界への

／

曹界における活躍は他の追随を

呂脱脂

許さなかった︒昭和六年創立五

い︒

進運から取り残されたのは惜し

太平洋戦争以前わが明大の決 を志し︑早稲田は政界︑言論界を

十周年記念講演で各地を回った
判官︑検事︑弁護士出であった

最近明大校友は至るところで頭角

けれども禍を転じて福となす︒

クラブの画期的発展を祈ってや

に︑とくに談合ジャーナリスト

学の世紀であると確信するが故

私は二十一世紀はわが明治大

けられているといってよい︒

とき︑校友会支部長の大半は裁
が︑試験制度の改正に伴い官学

まぬ︒

また︑仕事で磨かれた鋭い目

を現わしてその活躍驚くべきもの

仕事にたずさわり︑何かと関連し

いろいろと建設的な助言を下さ

で︑われわれ大学に対しても︑

がある︒私は全国の校友会支部総

た生活を送りながら︑互いに同窓

マスコミの仕事が︑いよいよ社

に︑会員諸氏の仕事のうえでの

涙を心から期待数しますととも

クラブの今後のますますの発

れば︑大学としてもどんなにか

会の進展に重要な機能を示しつつ

いよいよのご活躍をお祈り数し

ごとは大変残念なことだと思われ

あるおりから︑校友としての連帯

ます︒

力強いことだと思います︒

感を基礎に︑互いに友情を培い︑

いします︒

なるべくハガキかお手紙でお願

ＴＥＬ03Ｉ296−４０８２・３

明治大学広報課内

〒ｍ 千代田区神田駿河台一−一

◆ＳＪＣ事務局◆

知らせください︒

号を︑左記のＳＪＣ事務局までお

方の名前・住所・勤務先・電話番

しますので︑それまでに御存知の

スを発行し︑総会のご案内をいた

九月下旬には︑第３号のニュー

いと考えています︒

まれることでしょう︒

できれば︑そこには大きな力も生

協力しあって仕事を進めることが

ます︒

生であることを知らない︑という

は特権を武器として制度上不利

きj

・ な私学を圧倒し︑司法政財界各

談合ジャーナリストクラブが
全国の校友ジャーナリストの親
睦と連帯をはかる絆として発足
してから︑一年余を経ましたが
所期の目的にむけて︑着実に発
展をみておりますことは︑まこ
日頃︑マスコミという共通の

とに心強い限りです︒

動・転勤の多い業界ですから︑事

方は四百敷十名︑うち59年度の ご協力で︑広く明大マスコミ出身

総会の際に会員申込みをされた が︑まだまだ少数︒会員の皆様の

れています︒昨年五月の第２回 カードによって登録しています

者は全国に約四千人いるといわ 員は現在︑下の写真のように会員

明治大学出身のマスコミ関係 務局として屯苦労しています︒会

たいと考えています︒

のご協力を得て︑積極的に進め るには大変心細い人数です︒異

ＳＪＣでは会員の拡大を皆様 う状況であり︑第３回総会を迎え

−Ｉ消息をお寄せください−

会員拡大にご協力を

八年十一月︑正式に発足した︒

かれた横断的組織﹂として︑五十

各分野に携わるＯＢ︑ＯＧの﹁開

版︑それに広告など広くマスコミ

その結果︑新聞︑通信︑放送︑出

始まった︒

ごやかな談笑が続いた︒
開かれた交流の場
ＳＪＣは今から約十年前︑母校
を巣立って数年の若手ジ申Ｉナリ
ストらが﹁他校に比べ明大出身の

▲会長の音頭で乾杯
▲母校理事長もお祝に

会費納入者は二百二十四名とい 者に呼びかけ入会のお誘いをした

２

一

41;

SJC誕生の足跡

‑

明大卒の仲間意識ＥＥＥ⁝⁝

﹁日本テレビ談合会﹂と
とになる︒三十年も経つと︑定年

ごろだから︑設立三十年というこ

会が誕生したのが昭和二十九年

は三十人であったから︑この三人

犬⁝⁝⁚にぃ日常業務にも好影響
いうのがある︒何をしてい
退職や死亡などで会員の出入りも

思う人がいるかもしれないが︑こ

るかといえばときどき寄り

は全体の10パーセントに当たる︒

しまった︒今や︑会員のなかでの

数年前︑事故で突然に亡くなって

躍に大きく期待するところであ

なかったが︑後輩諸君の今後の活

学部の福田博之君一名しか入社し

たのだ︒今年は残念ながら︑経営

はない︒明治の学生が優秀であっ

しかし︑断っておくが︑私の力で

のとき日本テレビが採用した新卒

集っておだをあげる程度の
多くなり︑さびしいことである︒
史︑﹁熱中時代﹂の増田舎次郎︑

﹁シャポソ玉ホリデイ﹂の秋元近

ものである︒しかし︑ここ

この二人の大プロデューサーは︑

で生まれる仲間意識は︑日
を及ぼしている︒

常の業務に素晴らしい作用

ないので︑今のところ会長という
最大の有名人は﹁ウルトラ・クイ

会には︑特別のきまりも

ものはいない︒そのときどきに︑
ズ﹂の司会をやっている福留功男

稲垣民平−編成局番組管理部︶

︵日本テレピ談合会幹事 30年卒

る︒

幹事のようなものが自然にできて
である︒
た昭和五十六年度の採用で︑明治

最近の快挙は︑私が人事部にい

結構うまく動いている︒会員は︑

の学生が三人も決ったことであ

すっかり魅せられてしまいまし

むを得ない﹂などの意見が出さ

た︒

にそれぞれ発行することを決め

役員会ではこのほか︑﹁ＳＪＣ

ることを確認した︒さらにＳＪＣ

終ったあと︑作成準備に取りかか

名簿﹂については︑第三回総会Ｏ

また会員から要望の強い﹁会員

れ︑今回に限って開催日を変更す

を発展させるためには︵独自の︶

バッジ︑キーホルダーなどの作成

ることで合意した︒
第三回ＳＪＣ総会ｏ開催日変更

部屋︵事務所︶と専従者が必要で

五月二十四日 役員会
で意見交換︒この中で荻須事務局

んなものにするか︑などといった

らの要望も少なく︑デザインをど

問題も話題にのぼったが︑会員か

ド︵基金︶のようなものを検討し

はないか﹂﹁そのためには財政の

てはどうか﹂などの意見も出され

ることとした︒

こともあり︑今後引き続き検討す

確立が必要であり︑ＳＪＣファン

の勤務が多忙を極め︑準備作業が

た︒

当たる会員が︑それぞれの職楊で
大幅に遅れた②会員の間から今秋

六月十四日 幹事会

ＪＣニュース第二号の記事の執

幹事︑荻須事務局長の三人で︑Ｓ

大学広報課の小野塚さんと黒須

六月二十五日 編集会議

てはどうか︑との声が多数寄せら

十月総会の開催決定を受け開か

と″一服″状態にあったＳＪＣを

筆︑割り付けなどを協議︒

れた幹本会は総会の″盛り上げ″
これに対し︑役員の間からは

ース﹂を七月下旬︵二号︶︑九月

下旬︵三号︶︑十二月中旬︵四号︶

明治大学マスコミ研究室は︑今

年十周年を迎え︑新たな決意のも

十期マス研は︑四年百人︑三年

っています︒また︑合宿には大

合宿明けの学生の目は輝きが違

スケジュールをこなすためか︑

います︒三日間でかなりきつい

夏の二回︑近郊の宿舎で行って

五十人の室員が︑室長の岡野加穂

さり︑夜ともなれば︑学生に徹

勢の講師︑ＯＢが駆けつけて下

同じ志望︑マスコミを目指す

夜でお付き合いくださいます︒

研究室では︑五大紙を始め八つ

員の便をはかっています︒また︑

過ぎから十時頃迄︑四年生は︑月

普段の活動としては︑夕方五時

ために︑諸先輩が築いてくださ

ています︒この環境は︑来春の

心に︑議論︑研究︑情報交換し

間は学生同士で︑この部屋を中

者同志が集い︑夜は講師と︑昼

曜日〜木曜日に班に分かれて︑三

身のＯＢにもおこしいただいてい

からのベテランに加え︑マス研出

す︒

よう︑宜しくお願いいたしま

是非︑諸先輩の応援を頂けます

をおこそうと頑張っています︒

みなさん御活課の職場に旋風

ったものです︒

ます︒金曜日は全休会で︑各界の

会をしています︒講師には︑以前

ぞれ講師の先生をお迎えして勉強

年生は︑隔金曜日に全体で︑それ

もあります︒

出版社の先輩から送られてくる本

の新聞︑主な雑誌三十種を揃え室

留教授のもとに集まっています︒

と猛勉強の真最中です︒

マス研の合宿︵写真︶は︑春と

活性化させるために﹁ＳＪＣニュ

の再検討を求めた︒

れたことＩなどを説明︑開催日

完成する大学会館で総会を開催し

長は①五月開催については準備に

先輩 ヨロシクμ

﹁母校での開催は誠にけっこうな
ことだ﹂﹁マスコミ関係者は″多
忙人間″ばかりであり︑変更もや

猛勉強中です

現在四十八名であるが︑社員のか
かには途中で退学したものや︑明
る︒世の中には﹁たった三人﹂と
ては︑との思いからでした︒最近
は社に新人か入りません︒学生の
方に個性︑行動力といった点が欠
けているのでしょうか︒選考に当

っては人物重視︑本人次第です︒ た︒

ＳＪＣＯ存在はある先輩からの

もとりくんでいます︒

た﹃エンペラー﹄︵英︶の翻訳に

イレセラシエ皇帝について書かれ

また今秋出版をめざして︑故ハ

続けたいと思います︒

オピアですが︑これからも見つめ

悲しいニュースが続く最近０エチ

出版しています︒ご存知のように

飢えの構造﹄︵講談社︶の二冊を

声社︶︑﹃飢餓高原−Ｉエチオピア

学生のうちに小じんまりまとまら ﹃アベベを覚えていますか﹄︵新

ず︑かんばってほしいと思いま
す︒

フリーライター
︵横浜在住︶
山田 一広さん
︵45年卒︶
エチオピアをテーマにした著作
活動にはげんでいます︒

連絡で知りました︒今後とも母校

︵マスコミ研幹事長・加納信一︶

ＯＢに講演頂いだり︑模擬面接の

ようなことをしたりしています︒

‑

３

‑

高の卒業生もいるので︑モの人た
ちを含めると︑もう少しふえる︒

山形新聞社
論説委員
寒河江
さん
志郎
︵34年卒︶

編集局と論説のかけもちから︑
この６月に論説の責任者となりま
した︒
論説にあたっては﹁地元の視点﹂
を大切にと心掛けています︒たと
えば米価の問題ひとつにしても︑
中央の論調と山形という立場では
相当なちがいがあるわけです︒地
方の個性が重要な時代︑と考えて

を愛する一人として積極的に参加

一九七二年を皮切りに︑現地に
足をはこぶこと三回︒義理人情に

したいと思います︒

︲

大学を出て出身県にもどったの

いるエチオピアの人々の気質に︑

厚いなど日本人にとても良く似て

います︒

良くない︑地元が盛んにならなく

もやはりみんな東京に残るのでは

マスコミヘの
就職めざし

‑

顧 問 菅尾且夫
読売新聞社 顧問
︵二年卒︶
昭和八年︑読売新聞０創業時
代ともいえるころに入社しまし
た︒以来︑主に販売の畑を歩い
てきました︒
明大生の野生味が減った︑と
はよく言われることですが︑私

顧問和田準一
スポーツ日本新聞社 社長
︵六年卒︶
スポーツはいまや政治・経済と
肩を並べるほどの位置︒スポーツ
によって沈滞気味の世相が明るく
なれば︑と考えています︒現在は
スポェチをはじめ五つの事務所を
行ったり来たりの多忙な毎日です
これからマスコミを志望する諸
君には︑折りめ正しい国際人であ
ってほしい︑そう願っています︒

副会長 池上 久
博報堂 顧問
︵二十六年卒︶
現在はニューメディア関連の事
広告人として感じるのですが︑

業を担当しています︒

ばあとは実力︒明大卒だから︑
ジャーナリストクラブという名称

も同感です︒しかし社会に出れ
ということではなく実力でがん
は限定しすぎではないでしょうか

えた︑はば広い活動を望みます︒

わゆるジャーナリストのワクを越

わる人のクラブと解釈したい︒い

私はコミュニケーショソ産業に関

ばってほしい︒

副会長 吉川英司
テレビ新広島 副社長
︵二十八年卒︶

充実をはかってほしい︒
幹 事 竹内貞夫
フジＴＶ報選局解説委員
︵三十二年卒︶
長い国会が終ってホッとひと
息︒ことしこそは秋がくる前に
一週間くらいの夏休みをとりた
い︒ＳＪＣについては︑それぞ
れの分野別に分科会的なものを
作るなど︑マスコミ業界の後に
つづく人だちとの積極的な意見
交換０場にする工夫も必要でし

幹事中楯俊家

︵三十七年卒︶

毎日新聞社 立川・八王子
支局長

三支局二通信局︑記者二十人
ほどをかかえています︒事件記
者二十年やりましたが︑いまは
自分で現場取材をできないのが
ちょっとつらいところです︒
ＳＪＣ結成の声が若い人たち
から出たことがうれしい︒利害
を越えた﹁きずな﹂ができた︒

クラブの申し合せ事項︵規約︶
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の﹁申し合せ事項﹂は︑おがＳＪＣの規約です︒昨年五月の

回総会で役員会から報告・了承されたものです︒第一号のニ

閣副会長 若千名

スでお知らせしましたが広くご理解いただくため掲載します

︵名称・目的︶

２名

１名

事 若干名
園事務局長

閣幹

問会計監査

役員の任期は２年とする︒但
し再任を妨げない︒
員中より選任する︒

７ 役員は︑定例総会に於いて会

リストクラブ﹂︵略称・ＳＪＣ︶

１ 本クラブは︑﹁駿台ジャーナ
と称する︒
２ 本クラブは︑広く会員０親睦
ならびに会員相互の交流・協力
を図るを以って目的とする︒
３ 本クラブは︑第２項の目的達

絡員︵１名〜数名︶を置く︒

周知させるために各社ごとに連

９ 本クラブの伝達事項を会員に

を置く事ができる︒

成のため必要な事業を行なう︒ ８ 本クラブに顧問及び名誉会員
４ 本クラブの事務所は︑明治大
学内に置く︒
︵会 員︶
５ 本クラブは︑新聞こ孜送・通

信・出版・広告などマスコミ界 ︵会 合︶

に働く明治大学卒業生︵中退者 10 本クラブの会合は総会及び役

し実行する︒

閲 役員会は次ぎ０事項を決定

項

ア 総会に報告・提案する事

事項

イ 本クラブの運営に必要な

長となる︒

閣 役員会は会長が招集し︑議

とができる︒

圃 顧問は役員会に出席するこ

交流をはかるための部会を設け

Ｈ マスコミ各分野ごとの親睦・

る事ができる︒

︵会 計︶

担する︒︵年会費の額は役員会

12 本クラブの会員は︑会費を負

０決定による︶

寄付金を以てこれにあてる︒

13 本クラブの経費は︑会費及び

でとする︒

４月１日から翌年の３月末日ま

14 本クラブの会計年度は︑毎年

出 総会は定例︵５月開催︶及

との申し合わせ事項は︑昭和59

員会とする︒
︵役 員︶

び必要に応じて開催する臨時

含む︶を以って会員とする︒
６ 本クラブに次ぎの役員を置く
１名

てやっと誕生した駿河台マスコミ

年４月10日より発効する︒

長

人の″友情の輪″です︒この輪を

総会とし︑会長が招集する︒

出会

た後輩たちも二十代は各職場で最

が転居︑転勤された方は①新住所

も″使われる世代″とあって︑な

今後はさらに細かな時間調整をす

所属部署・電話番号などを事務局

︵郵便番号も︶電話番号②勤務先の

にも︑ご多忙の中︑誠に恐縮です

るなど万全を期す覚悟でございま

までハガキでご一報下さいますよ

育て︑さらに発展させていくため

すので︑これにこりず今後ともご

うお願い致します︒

かなか時間的な都合がつかず︑開

支援︑ご協力下さいますよう重ね

め今回から﹇会員は今⁝﹈を新設

催延期のやむなきに到りました︒

おかけしましたことについて深く

り︑会員の皆さんに大変ご迷惑を

てお願い申し上げます︒

しました︒﹁今こんな仕事と取り

幹 事 丹羽 徹

おわび致します︒昨年末の﹁五月

には転居や転勤などで住所を変更

つくづくふるさとはいいものだ
と実感しています︒現在は︸こ

︵二十七年卒︶

すが︑事務局に住所変更の連絡は

な集いを持った﹂など近況をお寄

組んでいる﹂ ﹁近くの同窓とこん

軽薄短小といわれる中︑硬派

ほとんどありません︒これまでも

Ｉメディア︑高齢化対策など経

開けてみますと︑日教組敷研集会

郵送したＳＪＣニュースや総会案

ご存知のようにメディア産業の

中央公論社 販売部長

総会﹂の決定を受けて︑当初は年

された方が少なくないと思われま

会計監査 山本良次

出版社としては厳しい環境にあ

明け早々から準備に取りかかる予

フジＴＶから昨年︑三十年ぶ

りますが︑今年は創業一〇〇年

定でした︒ところが︑いざフタを

りにふるさと広島に帰りました

なかで新聞は苦境にある︒しか

にあたることもあり記念出版で

○・：総会の開催が大幅延期とな

し︑短・中期的にその中すう的な

超多忙な毎日をすごしています

︵三十八年卒︶

営の基盤確立に精を出していま

役割りは変らないと思われます︒

中日新聞社東京本社販売局長

す︒

現在は新聞の販売の正常化をテー

や社会党大会︑国会予算審議︑民

○・：会員同士の交流を広げるた

生れたばかりのＳＪＣで︑一

社党大会などが相次ぎ︑思うにま

○・：ところで会員０皆さんの中

挙にはムリだが︑一歩一歩つみ

明大ＯＢは良く言えば一匹オ
オカミ︑悪く言えばパラパラな

マに取り組んでいます︒

わけでこのＳＪＣが横の連帯を

上げていくことが大切︒私とし

ＳＪＣの活動はこうした会報Ｏ

せ下さい︒西から東からゆかいな
発行も含めて︑今後もますますの

お便りを楽しみにしています︒

ても可能なかぎりクラブ０発展

れています︒ＳＪＣは十数年かけ

内が︑受取人不在で相当数返送さ

に協力したいと考えています︒

かせない状態が続きました︒また

︵事務局長・荻須勲︶

事務局員として協力してくれてい

生む場になればと思っています

‑
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