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台に新設された﹁大学会館﹂

ＪＣ第３回総会は︑いよいよ
二十五日午後六時から︑東京・
ど︒万全の準備体制を敷いてお
り︑母校でｏ初の総会はＳＪＣ会

三回総会実行委員会﹂を設けるな

に携わる事務局側の意気込みもこ
れまで以上で︑今回は新たに﹁第

など・の会場としては︑明大記念館

これまで母校には︑各種講演会

ものだ︒それだけに︑総会華飾

されたし︑二十一世紀に向けて脱

だろう﹂﹁研究棟・図書館も新設

れなら総会を母校で開いてはどう

学会館が建設されたことから︑﹁そ

待が寄せられている︒

きる絶好の場所だ︒日常の勤務の

副都心の高層ビル街までも一望で

河台キャンパスはもとより︑新宿

大学会館最上階のハ階にあり︑駿

総会の会場となる大会議室は︑

いる︒

も多くの参加﹂をと強く期待して

は︑﹁初の母校での総会︒一人で

第二部が同六時五十分からそれぞ

お茶の水駅‑･

での活動の経過報告と︑昭和五十

九年度の会計報告および事業報告

を行い︑続いてフジテレビ解説委

﹁波乱含みの中曽根丸︱秋の政局

員の竹内貞男氏による時局講演

を占う﹂を行う︒第二部では︑会

などがあるものの︑大規模なパー

皮を図る母校を見学してみたい﹂

場を隣に移して︑ビュツフエ形式

ティーを開く会場は乏しかった︒

んでいる第三回実行委のメンバー

合い間をぬって総会準備に取り組

員ばかりではなく︑大学当局や各
方面の明大関係者からも大きな期

催される︒今度の総会は﹁一
ひ︑母校で総会を﹂と０全国
のＳＪＣ会員からの熟い声を

このため︑ＳＪＣ総会も従来はホ

などの熱い声が︑続々寄せられ︑

て学び舎の明治大学で開かれ

テル・ニューオータニの岡本幸吉

総会は第一部が午後六時から︑

初の母校での総会開催となった︒

による恒例の懇親会を開催する︒

らいで︑同ホテルで開催していた︒

副社長︵二十六年法卒︶の特別の計
ところが今夏︑駿河台キャンパ

ｊｒ■■Ｉｊ−−−−−−−−−ｉ−−−−−−−−−−−−−ｒｊＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

れ開催︒第一部では冒頭︑これま

−○−︲︲ ︑

五十九年度経過報告及び会計報告

△第三回総会▽

今後の活動計画

﹁波乱含みの中曽根丸Ｉ秋の政局を占う﹂

時局講演 フジテレピ解説委員 竹内貞男氏

Λ懇親会▽

○第二部○︵午後六時五〇分〜八時三〇分︶

￢

‑一駿河台下･
「￣7i￣￣7￣iT⊃

スに大学創立百周年を記念して大

本来は別紙で総会へのご

五〇〇〇円

大学会館ハ階大会議室︵地図参照︶

明治大学駿河台校舎・創立一〇〇周年記念

十月二十五日︵金︶ 午後六時

吉
鴛

同会場にて︑ビュッフエ方式のパーティー

１−

奪お願い命

ろですが︑準備の都合上︑

所時

一

案内をさせていただくとこ

今回は本一一ユースをもって

きます︒ご了承下さい︒

案内状に替えさせていただ

費

総会・懇親会次第

場日

○第一部○︵午後六時〜六時五〇分︶

会

１
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今月25目、母校で
明大マスコミ人の大結集を

出欠は必ず

1

同封ハガ牛で

総会への出欠は必ず同封のハガ

8日までに

ＪＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＬＦＩＩ−ＩＩＩＩＩＩＩＩ ＩＩＩ ＩＩＩＩＩｄＩ゛゛Ｓ−ｌｄＦＦ ｌａ

キで今月十八日までにお知らせ

︑

ださい︒このハガキをもとに︑総

会の出席者０チェックや﹁会員名

簿﹂作成の基本資料とします︒

上

く

一

︷

でに会員として登録されている方
には︑重複する部分もあると思い
ますが︒変更等のあった場合も考
慮していますので︑記入もれのな
いようご協力ください︒
電話や言行けなどで︑出欠の返
事をいただきますと間違いのもと
になることもありますのでよろし
また︑返信ハガキが同窓の方へ

くお願い申し上げます︒

恐れ入りますが官製SZハ
ガキに rs
ls4S9.s

4J︲｡｡︲･1︲li491N￥ .ll 11

の呼びかけで︑不足した場合など

なるべく慎重を期したいという役

︒どれは︑ＳＪＣという職種柄︑

さるようお願いします︒

11
＆
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徴集させて

当日︑会場で

しょう︒

に集い︑笑顔の輪が広がることで

さあふれるフレッシュマンが一同

講演で飛び出すか裏情報

○その１０

竹内幹事は現在︑フジテレビの

○その３０

回は大学会館での開催とあって五

加会費は一人八千円でしたが︑今

股立総会および第二回総会の参

自民党各派の掛け引きが活発化︒

界は中曽根三遍の是否をめぐって

夜︑取材に取り組んでいます︒政

会記者会館を″基地″にして日

ティーの合い間をぬって﹁先輩ひ

の学生︵主に二︑三年生︶がパー

訓を受けています︒今回はこれら

研究室に入ってＯＢから目下︑特

指している者たちが明大マスコミ

学生のうち将来︑マスコミを目

学生がインタビュー

政治担当解説委員として活躍︒ふ

千円でとどまりました︒その代り

日米間も経済摩擦から″波高し″

と言﹂とインタビューを実施しま

いただきます

といっては誠に恐縮ですが二千円

の情勢︒こんな中で︑今回の講演

だんは首相官邸のすぐ前にある国

をカンパとして徴収させて下さ

す︒質問は①ＳＪＣ総会に参加し

につかまった会員はご面倒でも答

す︒不幸にも学生インタビュアー

ではどんな裏話が飛び出してくる

夜景を見ながらパーティー

い︒と申します０も︑例えばＳＪ

大学会館最上階の大会議室は︑

スコミ界で活躍するＯＢと直接お

えてやって下さい︒学生たちはマ

てＯＳＪＣに望むことＩなどで

す︒用紙代︑印刷代に加えて返信

展望抜群の場所︒第二部はビュツ

話ができると今から期待に胸をふ

か︑興味あるところです︒

用はがき︵四十円︶を同封して郵

フエ・スタイルの懇親パーティー

○その２０

送する切手代︵六十円︶︒このほ

です︒素晴らしい夜景を望みなぶ

なりの経費を必要とするためで

か︑封書のあて名書きも当初︑学

Ｃニュースを一度発行するにもか

生に依頼したところ︑誤字などが

いします︒

くらませています︒よろしくお願

ミ

ら︑深まりゆく秋の夜を存分に満

場を埋めつくしたい﹂との声が聞

発足当初はひん繁に集まった方が

か︑日経新聞の横須賀将篤記者︑

必要だ﹂と委員就任を快諾したほ

馬淵豊報道部長が﹁同窓の集いは

71
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喫下さい︒親しかった学友が︑若

帚じで４がす・これが一通につき八

校での
だ／
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S会
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いい︒基盤固めが第一だ﹂という

また︑実行委にはテレビ東京の

かれた︒
﹁過去二回０総会︵０参加者︶

ことで相次ぐ総会となったものだ

張り切る事務局・実行委⁚⁚＝
す︒なお当日は六十年度会賢三千

を大幅に上回る会員を結集して︑

ッシュマンで世界文化社の竹間勉

それに今春卒業したばかりのフレ

友情の輪をさらに広げよう﹂ｊ︒

が︑出席者の数は少しもの足りな

す︒

今月二十五日の総会を前にして事

舎です︒都心ということもあって

総会会場は母校明大の駿河台校

十一月︒この時の設立総会にはざ

ＳＪＣが設立されたのは一昨年

入るようだ︒

想い入れもあってか︑一段と力が

て青春時代を過ごした学び舎への

はり母校での集いとなると︑かつ

収容できる大ホール︒このため︑

れる︒会場の大会議室は四百人を

も寄せられており︑盛会が期待さ

訪れる機会はない﹂との声も早く

会でもなければ︑なかなか大学を

って母校での総会だ︒﹁こんな機

黒須の両幹事が加わることになっ

務局側から荻須事務局長と野中︑

委委員は十二︑三人で構成し︑事

もらう予定だ︒いまのところ実行

島散散氏らも委員として協力して

佳一地方部次長︑読売広告社の小

君らもメンバーとしての協力を申

かった︒

ご存知のとおり駐車スペースがあ

っと二百人が顔をそろえた︒続く

実行委のメンバーの間からは﹁Ｓ

ている︒第一回実行委は今月四日

しかし︑今回はこれまでと異な

務局と実行委のメンバーは大張り

と思います︒

第二回総会は︑設立総会から半年

ための︑唯一の広かれた横断的組

ＪＣはオール明治のマスコミ人Ｏ

切りで準備に取り組んでいる︒や

ハ最寄駅Ｖ国電・お茶の水駅︵２

も半数の百余人にとどまった︒こ

後ということもあってか︑参加者

総会出席は電車でお願いしたい

このほか︑サンケイ新聞の大高

し出てくれている︒

分︶︑地下鉄︵丸の内線・千代田

る︒

で︑この席で役割分担などを決め

りません︒

線︶お茶の水駅︵５分︶︑都営三

のＯＢ︑ＯＧに出席を願って︑会

織だ︒今度の総会は一人でも多く

駐車場は
ありません

円も併せて徴収させていただきま

いましてご協力をお願い致しま

す︒この辺のところをお含み下さ

該当項目に○印をつけご返送くだ り代がこれまた一通三円前後で

総会への出欠とは関係なしに︑ 円︒同封するＳＪＣニュースの折

ています︒

欄を設けご意見を伺いたいと考え 目立ち︑現在は専門の業者に発注

番号︑勤務先のほか︑卒業年月日

ハガキには︑住所︑氏名︑電話

・

ノ

前述の事項を記入のうえ︑４面の

に協力を

や学部等の記入欄があります︒す

﹁会員名簿﹂作成

⁝⁝⁝
一

にあたって

アンケ
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役員会では︑との総会終了後︑

︲1

います︒この総会を機会に︑明大

￢

の時は﹁鉄は熱いうちに打てだ︒

田線と新宿線・神保町駅︵５分︶

‑

２

‑

連絡場所へ郵述してください︒

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝︼⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一

ート

8ＪＣ会員

員会としての考えですので︑ご協

なるべく早い時期に﹁

名簿﹂を作成し︑全会員にお配り

力ください︒

たのみます

広く呼びかけを

会社の同窓に

したいと考えています︒ノ

ところで︑この名簿に記載する

会負の皆さんの紹介事項につき︑

各方面から種々ご意見が寄せられ

ており︑役員会としては会員多数

の意向に従いたいと考えていま

す︒

現在まで登録されている会員は
同じ社内にあってもまだまだ加

名簿は︑五十音頭で︑氏名・会 約阻百敷十名にすぎません︒
社名・所属・会社所在地恚電話番
が︑・自宅住所と電話番号について

卒の先輩・後輩がおられたら︑ど

号 卒業年度と学部は掲載します 人していない同窓が多数いると思
名簿に掲載するかどうか︑皆さん｀

す︒

面のΛ連絡場所▽へお願いしま

しどし誘ってください︒連絡は４

このご意見につ﹃いては︑総会の

にお聞きしたいと思います︒
出欠用返信ハガキに︑アンケート

−母

｜

〜

‑

五日開くことを決め

第三回総会は十月二十

変更を了承し︑改めて

今回だけは特例として

れた▼五月の役員会で

日の変更を余儀なくさ

会場選びなどで︑開催

ころが︑準備の遅れや

こととなっている︒と

は毎年五月に開催する

せ事項によると︑総会

▼ＳＪＣの申し合わ

ジなどは机の引き出しの隅に眠っ

もなく︑仮に作ったとしても︒ハ″

ころ︑会員からそうした強い要望

に一考に値するが︑現在までのと

を確認するという意味からは確か

との声も出た︒メンバー・シこフ

のネクタイなどを作ってはどうか

れまでに会員バでシやＳＪＣ特製

しているので︑重複を避けるが︑こ

ス４面の﹁ＳＪＣ日誌﹂誓に記載

以降の活動については︑本ニュー

は﹂今欄としてスタートした︒七月

の会員との交流の場を新設﹁会員

全国組織であるＳＪＣとして各地

いうことだ︒ＳＪＣの事務局の手

コミ関係者をいかに結集するかと

ず四千人いるといわれる明大マス

と十分な検討が必要だ︒当面はま

がった″話″で︑いざ実現となる

だ︒これらの構想はごく一部で上

部を置いてはどうかというもの

ブロックごとに分けて︑そこに支

北︑北海道︑近畿などと全国を各

のだ▼もう一方の支部構想は東

め絹かな交流を深めようというも

部門での情報の交換などさらにき

らの分野をそれぞれ分けて︑同じ

成されている︒分科会構想はこれ

伊藤
一之
︵56年卒︶

は︑町議会の話や﹁喜連川町に温

今年夏︑栃木県を代表する︵？︶
に下野新聞社に入り︑栃木県警を
を通じて︑全国に流れるような記

かったですね︒そのうち︑共同通信

ＨＫがあと追いしました︒うれし

雷の記事を書きましたら︑早速Ｎ

四年間担当しました︒現在は︑氏
事を書いてみたいと思っています
いまだ独身︒独身生活を謳歌し

家町・高根沢町︑喜連川町をエリ
記者生活四年間で０最大の思い

アとして取材をしています︒

明大卒業と同時

出会う機会はありません︒毎日︑

泉付ゴルフ揚ができる﹂﹁高根沢町

た︒母校での初めての

の一程度の千六百人前後︒着実に

元に届いている名簿は︑まだ三分

原稿を書いて送るのですか︑内容

に本田技研が本格進出を検討して

総会を成功させるため

ているのがオチだろうとの意見石

下野新聞社

いる﹂といった町ネタが中心です︒

スターをしています︒スタートし

ら三十分間の・ニース番組のキャ

全力を拳げることを確

出たため″継続審議″となった▼

記 者

ているといえば聞こえいいです

て三年になり︑おかけで︑県内ど

認▼六月の幹事会で

さん

出は︑昨年の宇都宮病院事件︒今
が︑田舎町では遊ぶところもある

こへ行っても顔を覚えられるよう

テレビ新潟

は︑何とも平穏な田舎町を取材し
おけではありません︒

協和広告 総務部長
松浦 敦さん
︵44年卒︶

は鹿児島放送局で︑そこに四年間

社したのはＮＨＫ︑最初の勤務地

といいますのも︑明大を出て入

になりました︒

スを年内に三回発行す

るため︑ＳＪＣニユー

会の盛り上げなどを図

ＪＣの活性化②三回総

は︑これを受けて①Ｓ

スコミ分野に従事している者のほ

レビ︑ラジオ︑出版︑広告の各マ

ている︒ＳＪＣは新聞︑通信︑テ

を設けてはどうかとの声があがっ

ＪＣ内部に分科会とそれぞれ支部

こうしたこととは別に︑今後︑Ｓ

下︑最大の課題だ︒

会員を据り起こしてゆくのが目

月曜から金曜まで︑午後六時か

︵52年卒︶

駒形 正明随に

ニュースキャスター

ていますので︑大きなニュースに

フリーライター︵東京在住︶
松山三太郎さん
︵45年卒︶

いましたので︑年齢の割には︑新

かフリーライターなどによって構

３−

‑

現在︑総務と人材開発の二つの

ることを申し合わせ

32,518
32,518

る︒特に︑２号からは︑

︹

発送業務委託

鹿児島放送局に勤務していると
受け︑出身地でもあることから移
りました︒当時は︑設立されたばか

22j260
22,260

潟での経験は少ないからです︒

59年度の会計報告を見た︒帳

各種印鑑作成

部門を担当しています︒人材開発
の面では新卒者の採用も手掛けて
おり︑明大卒の後輩諸君がたくさ

りの会社でしたから︑アナウンサ

簿・領収証類等は正確にＳＪＣの

は︑かなり財政状況が苦しそうだ

（59川」、60.3.31）

業界新聞社に勤務した後︑フリ
ーライターになりました︒産業関

ん入社することを望んでいます︒

ー経験者は私一人という状態で︑

きに︑テレビ新潟からおさそいを

六年︒仕事の一方で︑学生時代か

仕事をする一方で︑若いアナウン

ということ︒会の性格上︑殆んど

この報告をみて感じた点の一つ

会計状況を報告している︒
いうことですが︑殺人現楊にも行

の連絡を郵便・印刷物で処理しな

796,450

係︑ニュービジネス関係の問題を
これまでに執筆した著書の中で

取り上げて書くようにしています

らやっていた野球を楽しんでいま

﹁会計報告﹂を見て

は﹁ニューサービスで儲けよう﹂
︵プレジデント社刊︶﹁提案制度

す︒もっとも︑今では監督兼選

サーの指導もせねばなりませんで

きますし︑スポーツ中継︑町ネタの

ければならない面を考えると︑こ

した︒現在０仕事はキャスターと

レ

運営の仕方﹂︵アーバソ・ロジァ

手︒かつては四番を打ってました

早いもので︑入社して今年で十

ース刊︶が比較的評判がよかった
ですね︒

が︑もはやずっと下位︒野球の打
順は腹の出具合に逆比例するので

取材にも積極的に出掛けていき︑

2,112,787

計

929,869

59年度末残金

1,182,918

計

小

184,840
184,840

費

便

郵

もっとも最近では︑このような
ビジネスものでは物足りない気も

しょうか？気になるところです︒

視聴者とのふれ合いの機会を︑で

36,200・
36,200

///

わが社はテレビ関係の広告を取
り扱うことが多く︑その関係で明

れは厳しい︒会費の納入状況も良

200,000

会員カード・
名簿作成

10,947

しており︑本格的なノソフィクシ
︒ソを書いてみたいと考えていま
す︒テーマと題材もみつけてお

きるだけ多く持つように心掛けて

役員会等会議費

息

大出身のマスコミ関係者の方と知

立場から言わせてもらうと︑会員

672,000

利

り︑今年は︑その取材のため︑韓

それが母校愛というものでしょう

の積極的な協力がＳＪＣ発展の大

会

金

くない︒今後のことを会計監査の
ところで︑わが社にも何人かは

きなカナメといえそうだ︒

います︒

デイリーワークでこなす仕事が

明大卒の後輩がいます︒次回のＳ

648,000

付

国へ二回行きました︒
忙しいせいもあって︑かかりつけ

ＪＣ総会にはぜひ一緒に参加させ

昭

第２回総会参加費

案内状･会場･食事
・(代･電話･交通費他)

費（224名）

り合う機会もありますが︑そんな
時は︑やはり懐しい気がします︒

になることはできませんが︑ねば

川越

山本 良次

り強く自分のみつけたテーマにつ

ていただきたいと考えています︒

第２回総会諸経費

58年度聡7会残金

額

金

要

摘

額

１金

要

摘

出

支

入

収

2,112,787

計

n0,650

581,840

寄

会計監査

いて追っていくっもりです︒

昭和59年度会計報告

一

毎日広告社 社長

副会長 永田忠章

︵二十二年卒︶
今年の六月に社長に就きまし
た︒昨今は競争が多元的になり

会計監査 川越 昭
ＮＨＫ 解説委員
︵二十二年卒︶

幹事 野中博史

︵四十四年卒︶

日刊工業新聞社 記者

九月までは科学万博の取材を

在は地方の行革を中心にとり組ん
は何故か科学技術関係０担当が

しましたが︑会社へ入ってから

しました︒大学では文学を専攻

でいます︒ひと月の循くらいは東

地方自治︑都市問題を専門に︑現

京を留守にするような毎日です︒

し︑国会︑日航事件と夏までは

ＦＭ局のミニ解説などを担当

︵四十五年卒︶

共同通信社 報道部記者

事務局長 荻須 勲

ただきます︒どうかよろしく︒

た︒連絡等の下働きをさせてい

多いとは予想していませんでし

明大卒のマスコミ人がこれ程

関係の取材をしています︒

多く現在はバイオテクノロジー

ジャーナリストといってもいろ
いろな分野の集まるＳＪＣだか
ら︑大いに意見を交換し︑私学の
精神を盛りあげたいと思います︒

幹事 目賀田武蔵
テレビ朝日社会部記者

ニュースの副編集長︑社会部の

︵三十九年卒︶

れからもますます″二十一世紀

環境は厳しくなっています︒こ

総括デスクとして︑記者に対して

取材に追おれていました︒
10年ほどの準備期間があって

電話番号は︑会員からアンケート

記載する②本人の現住所と自宅の

執筆など打ち合せ︒第三回総会実

で︑３号ニュースのレイアウトと

懇親パーティーをそれぞれ開くこ

る記念講演を︑第二部では恒例の

第一部はゲスト・スピーカーによ

ということもあり二部形式とし︑

第三回総会は初の母校での開催

のが実情︒そこで︑今回は特別に

か出欠の可否連絡をいただけない

多忙な者ばかりとあって︑なかな

の呼び掛け問題︒会員はいずれも

懸案は︑会員に対する総会出席へ

作業について意見を交換︒最大の

総会の段取り︑準備の具体的な

なかなかつかまらず四苦ハ苦︒

のための電話作戦を開始︒先方が

の後︑直たち実行委員の就任要請

合を開くことを申し合わせた︒こ

午後六時半から︑同実行委の初会

行委のメンバーを決定︒十月四日

とを決めた︒また︑総会当日は年

第三回総会実行委員会を設け①出

明治大学広報課

九月十三日 役員会

をとることとした︒

会費のほか︑財政が極めて厳しい

席への呼び掛け②新規会員の掘り

営 03Ｉ296１４０８２〜４

七月十九日 役員会

事情にあることから二千円程度の

起こしーに全力を挙げることを決

普通預金口座１４０５６９

閣 住友銀行神田支店

普通預金口座３６０６２８

三和銀行神田支店

普通預金口座９７２５９５

駿河台一１一

〒101 東京都千代田区神田

④ＳＪＣ連絡場所④

寄付をあおぐことを申し合わせ

めた︒

総会第一部のゲスト・スピーカ
１は会員の中からとし︑今回は竹

このほか役員会では︑懸案のＳ

た︒

内幹事に依頼することを申し合わ 田 富士銀行神田支店

な打ち合わせを行った︒

当日の準備などについても︑細か 悶

④会費振込先︵ｔ︶
名簿については先の幹事会で﹁第

せた︒このほか︑招待者の確認︑
ところが︑名簿の書式については

ＪＣ会員名簿が話題にのぼった︒

りかかる﹂ことが確認されている︒

三回総会の終了後︑作成準備に取

最終的に煮つまっていなかったた

九月二十日 編集会議

．

め︑この日改めて検討した結果︑

す︒ご承知の通りＳＪＣには専従

施︑各党の幹部などを講師に招く

ジャーナリスト養成講座の実

告表現のみならずいろいろな企

酒の会社を担当しています︒広

コピーライターとして主に洋

て三回総会も目前に迫りました︒

寒く感じることさえあります︒さ

はめっきり涼しくなり︑時には肌

猛暑がまるでウソのように︑朝夕

た︒寝苦しい夜の続いたこの夏の

と︑準備を始めて十余年目にして

﹁明大マスコミ人の友情と連帯を﹂

の徹底を期すことにしました︒

し︑役割分担を決めて情報︑連絡

にはいきませんでした︒

ている﹂などでなかなか期待通り

会員でも総会当日は﹁仕事が入っ

だきますよう︑重ねてお願い申し

方は別項の銀行まで振込んでいた

多忙のところ︑恐縮ですが未納の

の確保は欠かせない条件です︒ご

ＳＪＣの運営にとって健全な財源

︵年三千円︶未納となっています︒

い︒

たら大歓迎ですのでご協力下さ

ともにＳＪＣ 渡辺 宏

に大学広報課の小野塚氏の三人

のスタッフがおりません︒ＳＪＣ

荻須事務局長と黒須幹事︑それ

たが︑はがきの回収率は極めて悪

ニュースの割り付け︑執筆︑それ

会員の①氏名︑勤務先とその住所︑

かが課題でしょう︒モのために

く︑総会直前に事務局が手分けし

に会員名簿の点検︑あて名書きな

電話番号︑所属ならびに役職名は

もひとりでも多くの会員を結集

て各地の会員に電話作戦を実施し

ど作業はつきません︒どなたか手

出来たＳＪＣです︒これからは

したい︒着実にがんばるつもり

ました︒しかしほとんどは外出

を貸してやろうという方がいまし

第二段階としてどう育てていく

です︒

絡がつかず︑やっと連絡がとれた

中︑会議中︑海外出張中などで連
幹事 黒須 治

販売を担当しいます︒たんに面

勉強会の主催︑あらゆる団体の主

誠に申し訳ありませんが︑今回は

やっと一昨年︑ＳＪＣが誕生しま

上げます︒︵事務局長・荻須勲︶

博報堂 第四制作室

白くてためになるということで

張をのせる雑誌﹃論壇﹄の発行な

画の仕掛人たるべく勉強しよう

ＳＪＣ・ニースをもって案内状に

した︒私たちのＳＪＣをどう育ん

︵四十二年卒︶

国民政治研究会 専務理事

幹事 田中克人

を世に送り出したいと思います︒

ＪＣをきっかけに︑すぐれた後輩

多いのに︑交流は少なかった︒Ｓ

マスコミ界で活躍してるＯＢは

考えています︒

スも多いけれど明るく伝えようと

指示を出しています︒暗いニュー

の意味″が問われる時代でしょ
その中でＳＪＣも会員を増や
し︑たんなる親ぼくに終ること
なく母校に寄与する道を探した
い︑そう考えています︒

副会長 高木早苗
共同通信社経済通信局長
︵二十九年卒︶
世界の金融情報をリアルタイ

はなく″必需品としての情報″

ど︑はば広く活動しています︒

と思っています︒

替えさせていただきます︒前回は

でゆくかが今後の大きな課題で

○・：しのぎ易い季節となりまし

は今後も重要性を増すでしょ

明大はマスコミ畑では後進校で

ＳＪＣによって少しでも後に

会員カードを基に案内状とともに

︵五十年卒︶

駿河台で手を結んだ仲間が︑

す︒このＳＪＣを議論の楊として

つづく人たちの役に立てれば︑

出欠用の返信はがきを同封しまし

ムでとどける﹁テレレート﹂の

ＳＪＣによってマスコミの中で

盛りあげ︑後進をバックア乙フで

と思っています︒

の人の方が︑五十九年度の会費

○⁝ところで会員のうち約二百人

も手を結ぶ︒そんな︑自由な連

きればと願っています︒

○・：そこで今回は実行委を新設

携をめざしたいと思います︒

４

‑

