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曲凹麗

しいひと きを過ごした｡

した｡続いて新年会が開かれ､村山富市･元総理らを囲んで楽

クラブの初代会長に木元尚男氏 (TBS･O)､理事長には 新クラブ規約の承認､役員､理事候補の堤案などが存われへ新 母校リバティタワーで会員ら約‑0人が出席して開かれた｡

目賀田武蔵氏 (テレビ朝日･衛星チャンネル出向役員) を選任

学マスコミクラブ｣ (略称･MC)発足総会が1月27日夕､
竣台マスコミクラブと明大マスコミ会が合同しての ｢明治大

｢明治大学マスコミクラブ｣ が発足

態麗垂鰹餐
スつ, ､会堀前会長､中森会長が両

ブ緩速前会長､秋元会長､明大マ

すが､一昨年､駿台マスコ､, クラ

と ｢明大マスつ､ 会｣ でございま

りました ｢接合マスつ,､クラブ｣

す｡

にあたり､二言こ挨拶申し‑げま

｢明冶大学マスコ‑クラブ｣ 発足

応した施設であります｡

設備を有する､まさに21世紀に即

最先端の価報つ､ ユニケ‑ン∋ン

は､人)子のキャンパスの中でも､

こ承知のようにこのリバティタワー

バティタワーを竣工させました｡

校の発展にも役立つクラブ運営を の交流､協力を図ると もに､母 は｢規約にあるように､会員相互 たい｣とあいさつ｡‖質問用事長 ので､皆さんのこ協力をお願いし

活躍のこと 拝察いたします｡ 位におかれましては､ご健勝でご

長年それぞれに活動を続けて参

い｡実務面は理事会にお仕せする

ので､どしどし意見を出して欲し

もとに会を運営して行‑つもりな

変喜ばしい｡会員の皆さんの声を

う若者の教育の場として'昨年リ

中にあり､明治大学は次世紀を担

足する運びとなりました｡

スコ‑クラブ･通称M CLか発

し'本年1月27日､｢明治大学マ

面会により統一作業委員会を組織 会統合への意向を示され､その後

とう｣｡

きたい｡新しい組織の党是おめで ている｡今後も大いに勉推してい がより良い発信元になれ ばと思っ れているが､明大マスつ､ クラブ チ‑ズムも頼りにならないと言わ

ことは誠に嬉しい｡最近はジャー

協力で20 年を俄に実現した

の合同を望んでいたが､皆さんの

今日､世界は情報通信革命の最

共に2 世紀の鐘を

｢懸案の統一クラブができて､大

(いずれも2両に掲載)｡

なった幹事グループを指名した

初代会長に蹴爪した木見氏は

晒麿20 0年を迎え､会員各

会長が ｢かねてから一つのクラブ 秋乃秀離･駿台マスつ､ クラブ前

に移り､木刀会長のあいさつの後､

ンサー･の司会でなこやかな新年会

クルーブ活動などもす めていき

に､会員同士の敵艦を関る楽しい

て､いろいろ勉礁していくと も

ことは大変藷はしい｡これまでの か‑も一つのクラブが統一された

さつするよう急に=口われた｡とも

前副会長が ｢掘顧問の代理であい

べた｡

協力をお願いする｣と､胞負を述 たい｡=右手の幹事話語にも大いに

ゴルフをしたり､夫婦そろっての

明大マスコ､ 会は､年に何回かの

していきたい｡月例会を活発にし

総会後､引き続いて松永アナウ

高らかに鳴らそう

たしております｡ の発足にあたり､思いを新たにい

し､こ挨拶といたします｡

会員諸兄の益々のご発展を祈念

たいと､明治大雪マスつ､ クラブ

鳴らし､蛍校明治の心意気を示し

21世紀の暁 鈍を､高らかに打ち

らみます｡ を世に送り出すものと､期待が膨

われわれも､これら若人と共に

ア時代を創出するパワフルな人材 ました｡これからもニューメディ

して閉会した｡ で ｢白雲なびく〜｣と校歌を斉唱 かに会は盛り上がり､最後は全員

界に数多くの人材を邸博して参り
明示大学は建雪以来､マスコ‑

がそれぞれ抱負を語るなどにさや

マスつ､ 界に入った新人や新会員

正概アナウンサーの紹介で､昨春 の冨顕で懇親パーティーへ｡千田 駆けつけた､村山･元経理の緒杯

辞を述べた｡ を期待している｣と､それぞれ祝 そうした楽しみのあるクラブ運営 だったので､勉強会たけでな‑､ 旅行など皆で楽しもうという趣旨

続いて､開会中の国会から急拠

また'大森豊･明大マスコ‑会

2000年3月21日

センター会議室で聞かれた｡

力で新しい組織が発足したが､と

せて19人が出席し､大雪会館父母

野顧問をはじめ､用事､幹申合わ 員会が3月6日､末光会長'天六 築することなどを協議する肱大役

MMCニュース

(別娼) を了承､旧sMCの会話
に会賞から納入される会蹄を加え 4 万4261円でスタート､これ 付することで､半面の活動資金は の6万210 円は新クラブに寄 会･新年会通知の印刷代､郵送代 からi>て替えたsMC臨時号と総
ず設立総会及び新年会の収支報告

るため､幹事会との協力体制を榊 の今後の活動方針なとを具体化す

まず､木元会長が｢皆さんの労
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ぞれを担当する理事を決めた｡ 営を目指していくこと し､それ 役立ち､しかも楽しめるクラブ運 への七､ ナIを開‑など､会員に 回開催したり､マスつ､ 志望学生 進めると もに､月例会を年間7

日賀田理事長ら船人が出席し､ま

別掲のような分科会活動を活発に 会館父母センター会議室で開かれ' c理事会が2月3日､母校の六g.rI

的な活動を討議する､第1回M

この日の理事会には木元会長､

第1回増車会で決定したM C

斯発足したM Cの今後の具体

◇拡大役員会も開催◇

的に始動することになった｡

これにより'M Cの活動が本櫓 名幹事の役割分担などを決めた｡

活動､マスつ､､ セ,､ ナ‑なとで､

開催される定期的会合やクループ 会の決定専用なとを説明し､今後 つ｡続いて日独間埋草長から即事

りある会にしてい)÷つ｣とあいさ

いうのがマスつ､ 人の得､.i技｡実

りあえず走りだしてから老一えると

らせるための ｢M Cニュース｣

設けられた｡

筋張する｢拡大役員会｣ の 二が 顧問､理事長､全理事､仝幹事で

なる｢幹事会｣▽会長､副会長､ 副幹事長､幹事か柵成メ/パーと

事会｣▽幹事会押当理事または翰 オブザーハ‑として参加する｢理

揮良か招集し､担当理事､幹事長､

メンバーに､幹事長､副輪中長が 事長､副理事長､理事､監査役を

野長が招集して会長､副会長､師

また､活動状況などを会員に知

ていくことになった｡

痴倒翁壁間BS国囲鰭へ

会を運営していく役員会は､押

野鼠㊧愚恩顧麗蕊彊
6月から各種セミナー

は､各分野を総挿して案内する

マスrT､ l志望時子牛への就職七､･ナー

として毎年1月に開催する｡ 行うこと｡総会及び新年会は原則

9､m 日の各月に開くこと し､

プの寄贈など分科会活動の支援を

(グループ活動) の案困､優勝カッ

を発行したり､月例会や分科会

月例会は3､4､5'6､7､

第1回理事会
[顧 問〕 狸避宏(TBSOB)▽

[副会長] 河合公八郎 (NTVO

[会 長] 木元尚男(TBSOB)

員は次の通り｡

山放送社長) ▽竹内貝 売OB) ▽坂本哲郎(岡 島会長) ▽秋元秀雄(読 吉川英司 (テレビ新広

[理 事] 兵頭桶雄 (NHK学問

ンサー) ▽阿部剛巳 高位司 (NHKアナウ

一(TBS部長) ▽岸田

網薬務郡長) ▽宮木恭 正明 (テレビ新潟放送

(ホリプロ部長) ▽駒形

経新聞OB) ▽中根鱒

ツ部長) ▽大高佐一(産 ▽斎藤柳光(日印スポー

(NHK赦蓉捌修センター)

リーアナ) ▽小沼俊男 千田止捷(ホリプロ･フ

[副理事長] 中谷鈍行 (毎日･パ

郁太郎(協和広告常務)

大手町センター長) ▽

レスサイドビル) ▽喩

朝日制作局) ▽西村猛 ▽山川英一郎 (テレヒ

田宏(NTV総傍局)

(毎日新聞広パリ局) ▽黒

聞広告局) ▽黒木俊行 ▽吉浦美千子 (朝日新

(フリーアナウンサー)

広告なとのジャンル別にきめ細か

｢全体セ､､ ナ‑｣と､放送､新聞､

M C役員と担務

B) ▽諸板摘忠 (ラジ

経済新聞) ▽岩崎貴子

ト) ▽服部真樹 (日本 部江位了 (ギャンビッ

(衛星チャ/ネル) ▽阿

ポン放送) ▽門田誠 事業局)▽喜田索道(ニッ

[理事長] 目賀田武蔵 (テレビ朝

ス)

東条寅雄 (博報堂プロ

〔幹事長] 柳沢克行 (NT アト

課長)

めた｡

耕作(明治大学教授) オークス社長)▽天‑ハ野 学教授) ▽大森豊(アド ▽岡野加穂留 (明治大 cゴルフ倶楽部副社長) 長) ▽中森久之 (AB 正巳 (十勝毎日新捌会 夫(ホリプロ会長)▽林

日･衛星チャンネル)

[副幹事長] 武内貨(産経新聞)▽

[幹 事] 中野良彦 (フ/テレビ

(エイムク‑エイソ)

オ福島専務) ▽木村武

‑展開する｢ジャンル別セ､ ナIL

さらに､4月から大学当局が新

新年会で乾杯の舌頭
をとる村山元総理

あいさつするMMC

顕問の岡野教授

(NTVメディア推進部

(冒‑研取締役)

を決めた｡ を6月から順次開催することなど

体制となるのを待って､M C役

1月27日の総会で承認された役

(共同通信OB) ▽堀威

の連勝を進めていくことなとも決

ムページとのり/クを考えるなと

怨へのiSR'インターネット･ホー

懇談会の開催､大学のメディア椛

との懇談会や広報部と理事会との 員と大学側の理事長､総長､学長

デオ社長) ▽高木早苗 員) ▽長井輩 (日中ビ 夫(フジテレビ解説委

《幹事グループ》

[担 務] ▽総務‑河合副会長へ

田理事 理事長､斎藤理事､千 理事▽幹事会‑中谷副 理事､中根理事'駒形 事長､小沼政事､兵頭 グループ活動=檎副理 斎藤理事､官本理事▽ 本村理事､岸田璃串､ 木村副会長､阿部理事､ 長､宮本環事▽月例会‑

諸根副会長､檎副理事 事､岸田閑却▽会引‑

中谷副理部長､大高理

[監査役] 北野輔忌 (日本上薬新

勝(IpA社長)

聞編集局長) ▽大西敏

通局副部長) 長) ▽本村隆(TBS融

MMCニュース

櫛副会長までこ連絡ください｡

コースで､今回は5組を予定し

ています｡参加ご希望の方は､

ます｡会場は大森

豊顧問のメソハー

記の要領で開催し

ラブ｣ の企画とし

て､4月4日に左

を､新生｢明治大学マスつ､ ク
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重縁拶国綺

していた｢観桜ゴルフ｣ コンペ

明大マスつ､ 会が恒例行事と

‑7月には家族で富士登山‑

畿亀鰯蝿麟㊨
4月4日 カレドニアンGCで

観桜ゴルフコンペ
継続してい‑ものや､家族連れで 大マスつ､ 会での催しをそのま 進めてもち･つことになった｡旧明
会場 カレト二アン ゴルフ

道路経由横尾横芝Ic

6‑=箱崎‑千葉東金 ℡0419･82･6‑

ろいろな分科会‑クループ活動を 動の一馬として会員有志によるい 交流を盛んにするため､クラブ活

M Cは会員相互の灘鵬を図り､

日時 4月4日 (火)

クラブ (千葉県山武郡

横芝長倉1658

コし

ky 0 W a i ad C 0 Jp

E一m a l i i n 1‑e@

FAX0 ･3518･31 9

℡00･3518･3725

(連絡先)

続投 18ホールズストローク

費用 2万50 0円

コンペ｣｢旅行会｣｢大学施設の兄

スタート 8時3 分インコー

られたクループ活動は､｢コルフ

されて運営や連絡の担当者が決め

を期待している｡ なクループ活動が確り上がること

楽しく参加できるものなと､新た

とりあえず理事会に報告､提案

協和広告 檎郁太郎

佐渡の名物､たらい舟の漁
プレー

568･0921) まで

は'木村副会長(宣研℡03･5

理事会などで具体化を検討する｡ 郵便またはFAXで連絡すれば､ 母校広報部内のM C事務局あて 案は､理事や幹事に連絡するか､ プ活動はとうか｣などの企画や提

す｡こ家族でもどうぞ｡申し込み 竜山｣ への参加者を募集していま

7月15､16日に実施する｢富士

問い合わせは明治大学広報邸内 行振り込みのいずれでも結構です｡ 郵便振替用紙による郵便振替､銀

ス

ください｡

員を除きます)｡年会貨は40

しをしてみたい｣｢こういうグルー

第､会員にPRするという｡

と言う｡期日など詳細が決まり次

たっぷり味わう計画を立て いる

釣りなどを楽しみ､旬の海の幸を 新潟支部との交流や佐渡観光､磯 時間で渡れる中水野の宿を拠点に おり､担当理事は直江津から約1

佐渡ケ島への家族旅行を予定して

致します(1月の総会で納めた会

進めている｡

の山･富士の頂上をめざす準備を 参加も募り､楽しみながら日本一 理のないコース設定で会員家族の する予定で､初心者でも罵れる無

きまたはFAXで､M C事鶴居 のクループ名(複数可) を､はが

i)収入合計
内訳

会費納入のお願い

会

寄

2)支出合計

内訳

･富士銀行お茶の水支店

木元尚男(きもと･ひさお)
普通預金 1694508

銀行振り込みは次の口座にお願

字会｣｢富士津山の会｣の4グルー

プへの参加を希望する方は､希望 すでに決まっている前掲の4クルー

になりました｡このため､運営が する会員に限定して薬内すること

ついては､原則として参加を希望

グループ活動への参加を

クループ活動の開催日や内容に

40.000円

パーティ一往師弟食堂支払い

315,945円
31,450円

15I855円

20,000円

新会長名義印鑑聯入代･ ･
招待着用ijボン代･ ･

315円

します｡

FAX0 ･3296･4087

6,174円

SMC会計で支払い済み
(総会･新年会通知印刷､郵送代･ 62.looロ)
3)収支合計

プ｡このほか ｢ポウリンク大会｣

388,739円

総合司会謝礼金･
明治大学マス⊃･､ クラブ

｢カラオケ講歴｣ なども候補に上

4000円( 1人)×87人‑348,000円

付

会場清掃料･

明治大学マスつ､ クラブ(M C)

がったが､もう少し検討する必要

館･･5000円(1人)×89人‑445,000円

会場使用料･･･････

事務局(03･3296･408

具体化には至らなかった｡ があるとして､担当者の決定など

る ｢ゴルフコンペ｣ は､馨と秋の

833,000円

年会費

2) へ｡

されることになり､第‑回は別項 年2回開催することを基本に企画

〈設立総会及び新年会の収支報告)

会員の皆さん､新クラブが発足

い致します｡

のように4月4日｢観桜ゴルフ会｣

このうち､きっそく活動を始め

しましたので､会蛍の納入をお願

納入方法は､現金書留､同封の

【口座名義】

は1月15､̲6日の‑泊2日で実施 として開催する｡また､富士登山

さらに旅行会は第‑回目は新潟･

なお､｢会員と一緒にこんな催

富士登山の参加者募集

0円です｡できるだけ早くお納め

から1km､約‑時間)

444,261円

4)活動資金
※木元会長から100,000円の寄付を頂きました｡
これを加え､ 544,261円となります｡
以

2000年2月23日

MMC理事長

日賀田

武蔵

上

明治大学マスコ‑クラブ事務局 明治大学広報部気付 東京都丁代田区神田駿河台‑ノー

〒10‑‑8301

の通りです｡ へこ登録‑ださい｡あて先は左記

営が始まる場合は別途ご案内いた
なお､新たなクループ活動の運

2000年3月2111

2 ①会員は､年会賞として1年

MMCニュース

‑ ①本クラブの目的に節用する､ 《入 会) 細則という) を定めるものとする｡ スコ､ クラブ規約細川｣ (以下本 用再会の決議により｢明冶大字マ

《会 雄》

は前項に準ずる｡ することができる｡入会丁続き

よび団体は､法人としても加入 ③前頓の会[員の所属する企業お

になることができる｡ なし､刑事会の承課を経て会員

員の粗筋により所定の手続きを 質問し入会を布型する者は､会 を含む) で､本クラブの目的に ②明流人7年業生 (中途過半者 員になることができる｡ る者は､所定の手続きを経て会 速3.‑者を含む) で入会を希挫す 関係する明治大字卒業生 (中途 広報､笥伝など広‑マスコ･､ に

No.1

つき､会務を円裾に執り行うため､

期〟 を乗り越えて､新聞･通信･

るといわれます｡この 〟趨々氷河 の水準で､厳しい状況が続いてい

省の調否では8 ･6%と過去最低

は'2月IH現存の文部､労働両

本クラブ規約第28条の規定に星

新聞､放送､通信､出版､広告､

今春大牢の就職希望者の内定率

や激㊤m瀦炎除虫60炎

蓮等寄添㊧曇移匡撰認胴囲
‑ ①会長‑総会で選出する｡会 《役員の逮什および職携》

3 ①会最が退会しようとすると

の丞課を婁する｡ することができる｡伸し､総会

会長は理事あるいは会員の中が 長は即事会の議決権を有する｡ は総会を招集し議長となる｡会 長は本クラブを代表する｡会長

きは､理事会の謙汰により除名 わしくない盲動が認められたと

たは本クラブの会員としてふさ

傷つける行為があったとき､ま

全日に本クラブの名誉を著し‑

より､退会させることができる｡ 納したときは､用事会の議決に

②会員は全党納入を3年以上溝

るものとする｡

した｡例年､届け出のない人もい 月9日現在で150人と大腿脚で

さんは､就職課の集計によると3

つ､ 界に飛び込んできた新人の皆

礼‑▽日間｢業新聞社‑▽時事適 新聞‑▽静岡新聞社‑▽北岡新聞 新聞1▽新潟日報社‑▽信漉旬日

読売新聞社‑▽スポーツニッポン

本経済新聞社‑▽毎日新聞社‑▽ 聞社3∇下野新聞社2 (‑) ▽日

るため､実際はこの教子を‑回る

《退 会》

出版･放送･映画･広告などマス

を免除される｡ ②名誉役CI'名誉会員は年会件 総会日より6カ月以内とする｡ のとする｡全件の納付は､毎年 につき40 日を納付するも

きは､その旨を理事長に届け出

(20 0年2月2 3日制定)

は本クラブの業務を統枯する｡ の互選により選出する｡理事長 ③理事長=理事会において理事 会長は理事会の議決権を旬する｡ 会長の定員は特に定めない｡副

るときはその職務を代行する｡副

は会長を輔佐し､会長に事故あ 中より会長が委嘱する｡副会長 ②副会長=別項あるいは会員の

ことができる｡

長の中から会長代,白を委嘱する

る｡会長は必要に応じて､副会

ら副会長を委嘱することができ

ベル館‑▽ベネッセコーポレーンョ

る｡監杏役は会計蕊査を行い､ ⑥監査役‑総会において選出す

事は15名以画とする｡ ブの業務を議決し執行する｡理 理事は理事会を組織し､本クラ ⑤埋草=総会において選出する｡

することができる｡

8 ①定例則事会は､毎月1回閲 《理事会)
②臨時用事会は､必要に応じて 鶴する｡

7 ①論説員=会長あるいは理事

決を経て会長が委嘱する｡

(付則》
より実施する｡ 本細則は､20 年2月23日

ことができる｡

席者の過半数の飴戒で改正する

事長の推挙により､理事会の議 た者の中から､会長あるいは理 ②顧開=本クラブに功労のあっ 関紙の執華等を担当する｡ 麿講師､明冶大学広報および機

は月例研究会縮緬､マスつ､ 調

日 本細則は､理事会において出 《細則改止の手続き》

10 会員は会‥Ll相互の交流･親睦 《分科会)
援する｡ とができる｡理事会はこれを支

出版‑▽日地出版‑( )▽フレー

イヤモント社1 (‑) ▽東京法令

礼‑▽主婦と生活社‑( ) ▽ダ

‑( ) ▽講談社‑( ) ▽集英

を図るため分科会活動を′〓うこ

を経て会長が委嘱する｡論説員 長の推挙により､理事会の議決

舎珊説員および顧問》

6 幹部は増車会が 員の中から 《幹 事》

事は25者以内とする｡ を受けて実筋の遂行を図る｡幹 委嘱する｡幹事は理事会の厳向

長に届け出るものとする｡ ②役員を辞任するときは､理事

職を継続して3期6年を超えな

その他の役員の任期は､同一役

ができる｡監査役は2名とする｡ 会に出席し､憲兄を述べること

2期4年とし陣伍を妨げない｡

クラブの広報､マスつ,､ 対策等

⑤広報委員会‑機関紙発行､本 耕膳会等の企画および実施｡ スコ･､誠座､講演会､視察旅行､ ④介画委罫会‑月例研究会､マ

に関する事項｡ 会員に対する連絡､会員拡大等 ③組織委員会‑会員名簿管理､ 関する事項｡総会腎料の作成｡ ②財務委員会=収入､支出等に 項｡ 各種会議の開催､その他総務事 ①総務委員会=総会､押事会､ 会を溜集する｡

‑｡委員長は必要に応じて委員

レワーク‑() ▽エヌ･ティ･

山放送‑( ) ▽東宝‑▽日本テ

レビ‑( ) ▽長野放送1▽和歌 送‑▽福島中央テレビ‑▽梅島テ

総会に報告する｡監査役は理部

9 本クラブに下記の委員会を範 食委員会)
に関する事頑｡

本農薬新聞1

信礼‑▽教育新聞社‑( ) ▽日

(I) ∇毎日コ‑ユニケ‑ノヨン

ン‑ () ▽旅行読売出版社‑

レビワークにじゅうよん‑

A‑▽束放制作‑( ) ▽日本テ

▽ぎょうせい4 (2) ▽新日本

ピー映像センター‑▽東映シーエ

5 ①会長の任期は､原則として 《役最の任期》
いものとする｡

ものとみられますか､‑な会社へ

朝H出版社‑( ) ▽学生援護会 法規出版2▽ボビーシャパン2▽

ときはその職務を代行する｡副 長を補佐し､理事長に事故ある 長が委嘱する｡副懐中長は理事 ④副理事長=理事の中より理事 委嘱することができる｡ 設冊し'理事の中より委員長を 理事長は必要に応じて委員会を 地串良を委嘱することができる｡ なる｡輔車長は理事の中かち動 理里長は増車会を拙策し議長と

副理事長は委員長等の役職を兼 理事長の定日は特に定めない｡

ブ内は女子)｡ の就職人員は次の通りです (カノ
▽朝日新聞社3 (‑) ▽庫繕新

ズl

▽NHK3▽テレビ東京‑▽T

メーションサービス‑

理事長が施薬する｡

BSl▽NTVl▽北海道文化放

クリエーション‑▽読売インフォ

‑▽朝日エージェンシーl▽了ト

▽艇告祉‑▽産報通信社‑▽宣映 共同ピーア ル‑▽熊田広告社‑

▽日本経済広告社‑▽国連社‑▽ 博報堂‑▽東急エージェンシー‑
▽脇立広告2 (2) ▽電通‑▽

