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館鯉鑑｢ス
ような世紀であったのか｣を克つ

｢自分か生きた20世紀は､との

ることは､社会の変化するスピー

いると一=えます｡

史に立ち会い､塾二=脱に列席して

運命的に生存していることで､歴

れておられること 任じます｡ れぞれのお立ち場で日々ご健闘さ

であります｡われわれは世紀末に

この12月は'20世紀最後の12月

展望できるのではないでしょうか｡

ことにより､われ の21也紀を

て来た20世紀を､本紙に特集する

私がいま､20世紀を顧みて感ず

断面を見て来たはずです｡ すが､それぞれ'20世紀の異なる

な気がいたします｡当然のことで

演終了後､会場をサロン ｢燦｣ に

会員各位におかれましては､そ

今年も1 2月に入りました｡

世紀を自ら語ることが出来るよう

めなおすことにより､S=ましい2

ていた く予定になっている｡講

松永真瑠氏を迎え､話合講演をし

司貞則氏と､IT革命の先駆者･
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ストにノンフィクション作家･軍

ン ｢紫紺｣ で開かれる｡今回はゲ

母校のリバティタワー23階のサロ

は1月29日 (月)1後6時から､

尚男

大高

佳‑

(明治大学マスコ‑クラブ) 総会

新しい世紀を迎えてのM C

では､取材の裏話や本には書かれ

る (4ページ参照)｡今回の講続 お､明治｣をさきごろ刊行してい

日当なびく‑校歌誕生物語‑｢お

におよぶ緻蕎な取材でまとめた‑

走によって作られた経綿を2旬間 歌が､当時､3人の学生有志の奔

9年に誕生したとされる母校の校

移して想餓会を開催する｡
ゲストに迎える軍司氏は､大正

私の提案ですが､それぞれが見

‑2世紀を前にしてI
す｡20世紀は､人類社会に大きな き､努力を粘み重ねて来たわけで

その夢の実現に向かって考え､働 あり､希望でありました｡人類は

より豊かにが､人類にとって夢で

を絶え間なく歩み続けて来ました｡

より速‑､より大きく､より高く､

なっているということです｡

が社会を混乱させる大きな要因と

トが､年毎に早くなり､そのこと

くことができそう｡同氏はMC

おり､新世紀にふさわしい話をき

ンチャー企業の経営に取り組んで 知られている｡現在は娘止してベ その ｢‑モード｣ の開発者として

られ､IT革命の先端をゆくトコ

ばーゆ｣編集長からNT に迎え

人数は今日まで｢風速化｣ の道

てくれるという｡

ていないエビノードなとを紹介し

松永氏は､リクルートの ｢とら

圏圃圏圏圏図
M C会長 木元 尚男

か､と思われるのです｡高速的変 に踏み込んでしまったのではない 間ではコントロール出来ない領域 創り出した社会でありながら､人

スピードか速すぎた結果､人間が す｡世紀末の社会は､その変化の

ドの違いはだれの目にも明らかで

易漢書劃

段階に分けて見れば､変化のスピー

ありました｡

加速度的変化をもたらした世紀で

した｢20世紀｣を､60字以内

20世紀を前期､中期､後期の3

はいかがでしょうか｡

て来た20世紀｣を詳き残してみて ように､｢私たちがそれぞれが見

しています｡そこで､会長提案の た私たちは､歴史の証言席に列席 紀の最終コーナーを生き抜いて来 て｣ で宮かれているように､20世

墳からの予足で､いくつかのイへ は同時にこ納入ください｡

木元会長が｢12 世紀を前にし

それぞれが体験したり､見聞き

｢私が見た20世紀｣体験記

1月3 日まで募集します

でもあるのです｡ た存在音義の主張と､役割の確認

して､こあいさつといたします｡

会員諸兄の益々のこ健闘を祈念

マスコ‑人自らの生き残りをかけ

られると思います｡またそれは､

をはっきりと自覚することが求め

れわれは､メディアとしての使命 化の中で､情報の送り手であるわ

す｡その急速なメディア環脂の変 するであろうことを既にこ存じで

ことになるのでしょうか｡

から､マスメディアも大き‑変容

当会員の皆様は､21世紀の初頭

より加速した社会現象を生み出す 期の社会現象を､さらにひきずり､

す｡

21世紀初頭の社会は､20世紀後

迎える､そんな届くを抱いていま

その調樫が出来ないま 来世紀を 社会に混乱を引き起こしている､ ない人の格差を生み､そのことが 化について行ける人､ついて′白け

です｡

一緒にお送りください｡

明治大字広報部内｢M C華族局｣ 東京都千代田区神曲駿河台‑ノ1
あて先は､〒10‑ 830‑

締め切りは平成12年1月31日｡

記念の写真などがありましたら､

たします｡また､関連する1j夷や MCニュース｣第3号で特集をい

にまとめてお送り‑ださい｡｢M

Bの一人だ｡ ◇なお､懇親会Sjは50 川｡

懇親会は講演終了後の午後7時 年会償(40 円)を未納の方

の会員でもあり､軍司氏も本営0 ントも企画されている｡

2000年12月8Ii
テで暮らしている｡

0mの松原湖高原の 生林のヒエソ

分は､T間川に伽した東南の13
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線の散策が 〟古布の挺〟 ｡週の半

屯であったが､今は世人ケ塙の稜 好きになった｡ 当時は､雨八ケ

りも､八つの･.cS持つ ｢八ケI IjLが

長明･帯磐津を暗む私たが､有

度探った つの杭の 冨IL よ

宅の要にある標高537mの藻･岩

…千年時代(政経守部1952年)､

また'札幌の日吉にいる時は､自

から品1両のトレーニンクに参加､
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切りとして参加を申し入れ､昨年

る謡を聞き､私も70蔵の古希の麻

70歳の挑戦｣ のテーマで粥潰した｡

歳の還暦に､エベレストに挑戦す

一滴雄一郎民が ｢わがエベレスト､

出船して開かれ､世界的日 険家･

スター会議室で､約釦人の会員が

から､リバティタワー23階ポール

7月の月例会は､26日牛後6時

マスコミクラブの木村さんが0

｢わがエベレスト'70歳の挑戦｣
◇

たのかもしれない｡

ト音楽を名解説で聴いた下地が有ノ

して定期的に招き､丁回しレコー

華の野村光一さんを'仲間で熊毛

当･生の頃'短日新聞の音楽詳論執

の 『フィデリオ』は忘れられない｡ 指揮のヘル‑ン･フィルハーモニー

園圏圏図圏圃閉園

直中i･Sでは､へ‑ド‑ウェノの

の国立オペラ座で聴いたカラヤ/

持った｡1963句冬のヘルリ/

jr険家､探検家は'救いようのな

外研究で生の曲津音楽にも関心を

マロ‑ー'植村面巳､開演健など

通りです｡コロ/ブス､マセラ/､

とをと思われるでしょうが'その

れました｡

いない事実に日陰魂が､ゆきぶら

エベレストのサ,､ ノクーがたれも

家としての週去の経験と､70滅一し

あるわけではありませんが､〓険

冷･櫛にti. えれは､何とハカなこ

ています｡

日2時間‑らいトレーニングをし

向へ0 kgのサリクをかついで､′時

冒険家 三浦雄一郎氏が講演

特に常出家としてのキャリアが

名誉教授･元学長 岡野 加穂留

景が浮かぶ｡カラヤ/になると､

scha書を向に持参｡

ゆったりとした19世紀の周囲の風 うー指揮の 『用闘』は､大らかで

Sympho≡en〓erberLKar jan』
含cutshGramophnGcslI

カラヤンの先雄のフルトへノク

年)の印税で買った『Bc 手o<en9

若竹『多党制政治論』 (1968

まり｢山間｣などが似合う｡処女

『交替州第6番へ長調作品68』 つ

モンブランの順‑から氷河をスキー

0 3年､9 歳の白寿を記念して' 私の父' 柄敬 は96歳です｡2

に挑戦する=H険は無数にあります｡

す｡しかし､人間の陳界(記録) があるのかといわれ ば､NOで

思います｡ 家が､歴史を開いた切紙はあると

ていますが､ハカな‖険家､探検

ンして､人間の俗吏がある｣と語っ

さんは ｢人間は不可能にチャレノ

エベレストに初治晒したヒラリー

いハカな大桶です｡1951年に

この地球上に白日険､探検の秘境

7月の月例会
念無今† の域を脱していないのである｡残 ラ社会L I古色沓炊たる｢旧聞｣

(り) に現を抜かす′間近代の ｢ム

表現に思えた｡

薬品の掴TIこれぞ20世紀の音楽

面無しのダイナ､ ′ク広瀬奏で'

ての 『ハンガリー狛詩仙』 は､譜

な指揮だった｡7/コールに応え

者は､ラクヒIFWの突進のよう

の続秦を聴いた｡カラヤ/の後雛

揮のヘル‑ン･フィルハーモニー

クのカーネギーオールでアハト指

音楽に時代が反映される｡

部に招待されたとき､ニューヨー

さて今の母校は〟水利触角い"

な旧聞のイメーンが男鮪とする｡

20冊信舷探千‑の現川博英貢のスピーディー

レーニンクをしています｡ で滑降する計画を立て ､旬日ト

ちなみに､わが〓満蒙を紹介し

写長速仕後､アメリカ校友会文

圏繭
立千歳同校) へ怯捺した時､痛減

はスキーです｡郁立Sf中(現･都

うが｡

了トベンチャーファ､ リーでしょ

に挑戦しています｡日本には布な

として̲2年間､日本チームの優勝

リカスカノブのゼネラルマネージャー

娘の工､ リー(直美利) は､アメ

ソレトレイクに在住しています｡

コンピューターエンシニアとして､

2回挑戦､現有スキーのコーチ兼

オリンピックのモーグルスキーに

レ/ジャー｡日子の東大は､冬季

両､エベレストは､ファーストチャ

ヤーを目指し､今日に香っています｡

勝の最高時からスキー清隆｡品‑

私が日陰にのSり込むきっかけ

キーを研究､退職してプロスキー

れ､人中間中をケレ/デとしてス

林局に勤擬してスキーに取りつか れ｡農林省の役人として1日森の営

ますと､父･敬一は明冶37年生ま

私は掘和7年生まれ｡世界7大

闇盤亜
｢工へレスト(｢)に70歳で挑戦する｣と語る二,高氏

います｡ が私の好きな u柴で､大切にして

エバー(TheF‑rs一‑s Forcve｢)｣

｢サ･ファースト･イズ･フォ

て一捗ずつ歩んでいます｡ 気と情熱を持ち続け､実現に向かっ

界最高蜂エベレストへの挑戦に勇

を抱け｣をモットーに､いま､世

だけのものではない｡中年よ天‑心

立てれば人は変わる｡ lよは買春時

いていますが'自らも｢高い志を

イズ･ピー･ア/ヒ/ヤス｣を説

教育に取り組み､生徒達に ｢ボー の校長として､不語校の演校生の

した｡

現在は､クラーク記念国際高校

綱降を完全達成することができま 85年には世界7人陳∩聖同峰のスキー

てギネスプリクに地蔵されたほか､

ル80 mからスキー滑降をし

隆'70年にエベレスト･サウスブ

の世界記録を樹立しました｡ 胡参加し､時速1 2･048km

トブレーキを使って,品土山を両潜

6 年､世界で初めてパラ/ユー

ロメーターランセに日本人として

位となり､64年にはイタリアのキ

の年に岬界プロスキー選手権で8

アメリカのレースで武者修行､こ

ロスキーヤー協会の会員となり､ 職｡1962年､アメリカ世界プ

リンピック代表の選考にもれ､退

入れる研究をしていましたが､オ 紋辺淳一ちと科学をスキーに取り

に助手として残り､同窓の小説家･

ことが､現在の私の第一幕です｡

部に入り､卒業後も薬理字実験室
北大の獣医宇部へ大写し､スキー

日までのスキーレースで優勝した

=撒主催の､岩木向原上から海山 スキーをてほどきしてくれ､菓奥 であった私を鍛えるために､父が
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どを次のように語った｡ 笑わせ､インターネットの現状な

7､8年前には､インターネット

先端を行く専門家｡まず｢現有は 人を立ち‑げろなど､IT産業の

3Kビンネスの一つだ｣と会鴎を ているが､さっぱり儲からない｡ 映像制作プロダク/∋ノをで掛け

カでインターネット聞達の現地法

して活蹴しており'この間アメリ

ター･アーツの代表取締役専擬と

アドに出向し､さらに日本コンピュー

アメリカで前会利を立ち上げた

･仙川氏は旧遥々公社からNT

テーマで､話をした｡

ネ′トについての小生の偏見｣ の

ト取締役の溝川即道民が｢インター

で開かれ､本写OBで､NT ア
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半から母校の大常人ム館父母センター

日月の月例会は､16日1後6時

圃圏図画園圏圃圃囲圃
｢NTアド清田則道氏が月例会講演

業苦の選択には･日録が必要た｡ ため､かなり時間がか るので､ するには幾つもの回線を繕画する

者と契約すると､目的の所と接続 営業できるからだが'こうした業 の業者でも申‑間するたけで日面に 増した｡太い回線を持たない下位 サービス業者=プロハイダーも急 用者が急増し､それと同時に接続

とはアメリカか最も膳んだ｡

/クーネソトによる物品の販売L:1

かしい思いをしたが､いまではイ

クアニマル｣とからかわれ'恥ず

メリカの友人たちから｢エコノ･,､ノ

ではないか｣次々訪ねてきて､ア 岡村マンたちが ｢調完に使えるの

とされていた｡ところが､日本の

の利用は情事や写術研究用が主流

わが国でもイ/クーネソトの利

インターネソトの発達で､情報

インターネノトのメリット･デメリットなどを語る清田氏

は26歳かち最長老は65歳の私｡ 総勢16人へ うち女性は7人｡年齢

大姉通れ､OL､会=‥早ら日大の

木民らサブリーダー4人､それに

は木村チーフリーダー､広瀬'甲‑

以下は当日のメモから‑｡ 16の両日､′品‑給血を決.目した｡

配たったが､1,剛7時'来生駅八

重洲の鉄鍋ヒル面に集^皇 メンハ‑

うと計画がす められ､7月̲5' で､それならその訓練に便乗しよ

上のお山に登っているということ

ら夏にかけて月一回のペースで′同

しており､その訓練のため､春か

は数年後にエベレスト詳Ijを目指

て準備したものである｡木村さん 武副会長が月例会の特別企画とし

̲5日(帖れ後風面)｡天候が心

そろったところで車に分乗し､

える｡

を覚える.よく登れたなぁとも思 のだと用iづと､年甲斐も互‑感動

り､談合ができに‑〈なる｡ ほ､兄鞘もりなどがオーブ/にな

た｡あの原‑に今年の具は諾った 川は大きく､置‑丁をかぶってい 出掛けたか､新幹線から見る冨上

いないためだ｡逆に建設業界など 服は早く､時宗用だが､細集されて

これは､インターネソトによる屈

り､‑向きになっているようだ｡ れていたが､逆に面容も面白くな

新聞互とは読まれなくなると=わ が甲〈､広‑伝えられることから

to月中旬､孫の朗を兄に船岡へ

そもそもこの冨‑捻出は､木村

富士登山回想＼

副会長 河合 公八郎
し｡断念かと思ったが､柴木サブ

7合口から8合口はさらに風雨施

7合日は気温も段々下がり厳しい｡

一気に5合口(2305m) へ｡

6合口までは何とか｡6全日から 牛後1時過きに5合日を出発し､

力のある会=たけが生き凝れるの

との直接交渉が可能となり､企画 広告業界もスポンサーとメディア の業者はいらなくなってしまうし､ ようになるので､卸売や中細など

カーかち直接酒質若へ廟品が屈‑

砿大するが､｢○つ〇一〇 コOLでメー

界的な取引ができるので､調圏が
また､物日叩販売なとの面では用

低気̲iIの膨轡で･奈付きが悔しい｡

l｢

､ー̲ヘ一一̲メ

剪ﾘ耳耳耳爾

霞塾長
･T,t当, ∴∴ ∴: 捧n9? ｢ ∴∴∴h÷∴ 凵戟 テ÷ I?､食 1̀ &,三:̲蕊 i‑̲′ふ一° 們r 唏ﾌ

一時おさまり外に出てみると､河

前0時過ぎに日がさめる｡天候も

階で寝る｡布団冷たし｡

5時にカレーの夕食｡6時ごろ3

か思い知らされた｡ 葉一項｡この一歩が､如何に大切

冷･えきった休を囲相良で暖める｡ 感激した｡時に3時半｡気温0度｡ 小屋) にたどり轟いた時は本当に

̲6日(荒天のち回復晒れ)‑午

リーダ や周りの人に励まされ一

とう使うのか'付をするかはそれ 瞥見が=える｡新たなィ/フラを に指小できるし､日昌からも直接 員.人一人に､同時に直接､明雄 だ｡今月の経営面でも経営者が社 フラストラクチャーが出来ること

｢on三〇OnoL であり新たなイ/

ではないか｡
イ/クーネットのメリノトは､

本8合〓｢雷上向ホテル｣ (山

轡薄田∴＼田園薯
富士山頂で感激の記念撮影
したのですから｡

同行の皆さんに感謝｡

ら足の先までこの日のために新調 ているよILと｡そうです､頓か かった｡装備も褒められた｢きまっ よ‑｣､来てよかった｡登ってよ から ｢がんはってIL ｢もうす‑
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ラマだ｡登ってくる人々の顔が満 れになっていた｡すはらしいパノ
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川時平過ぎ31 6m‥…上山の

も下山を涙道している様子だった

として気象条件悲し｡水村リーダー

時過ぎまでまた仮眠をとる｡ 定たったが､荒天のため断念､6
6時当ころホテルを出る｡依秋

｢こ来光｣を見て偵士をH指す予

また風雨強くなる｡4時過ぎに が持てる｡しかし､3時ごろから

誇両者は後を絶たない｡少し期待 目測の町の幻がち ちら見える｡

危険なソールなのだ｡ と人との付き合いができなくなる

機械はかり相手にしていると､人

ノヨノがうまくいかない｡また､

るし､英語に撮いとコ‑ユニケ‑

どにコントロールされる危険があ

くるが｡
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されたものです｡
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M C創設時からのテーマとなっ
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ラブ (パー72) でなごやかに開か
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に求められる能力について分かり

の小沼俊男さんが､アナウンサー

に対し､NHK放送研修センター
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ナーということで､心なしかおっ

対する実感も涌かない時期のセミ

した写生諸在も､まだ就職戦線に

とにしました｡

門紬といったところから始めるこ

きれていない学生諸君のための大

またとの分野に行きたいのか絞り

3年生を対象とした め､出席

まず､アナウンサー十心敦の写生
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はてこずり'スリーパ′ト続出の

なうねりがあり､皆さんパットに
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･̲｣で気馬ちい ｡各ホールとも班

ゴルフ日和｡コースもフェアウエー

が洋芝のため､4月初めでも貞っ

トした｡

幹事までご連絡‑たさい｡ の力にはこ案内を出しますので､ 加をお待ちしております｡ご希望
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千田正徳氏も含め､全員定刻に集

の軌の生放送を終えて駆けつけた

テレビ霊堂半生のための ｢放送セ

この日は天候に恵まれ､絶好の
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できました｡
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写生藷在への厳しいアドバイスを 齢的にも写生に近いこともあって､

れたテレヒ東京の熊谷さんは､年

この全休七､ ナーを皮切りに､

郎) 会した｡(ゴルフ会幹事･檎郁太

が行われ､次回の開催を約して敬 枚の 訪英汚饗に盛大なパーティー

ト､池ポチャ各3枚､‑パット5
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を具体的に話してくれました｡
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必要な資質について説明すると

郎さんは､新聞記者になるために
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さらに､飛び入りで参加してく
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いたたきました｡ 論から各論に踏み込んだ話をして
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広告､さらに出版といった分野に

･､ナILを6月28日に開きました｡
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離欝蔀｢お ､明治｣を刊行
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疎'東京音楽大雪即事長なと
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商卒｡56年同法試験合格｡日

弁護士連合会塙携理事､法律

岡村氏は1952年本字紘掌

われるゆえんである｡ 代表する校歌･窮軟のひとつとい

れ､入院先の東京大学灰学部付 が､9月1 4日午後､肝不全のた

の応援で柏手を山側する｡□本を

ニュースネット部･本村隆)

じてやみません｡(TBS報道局

‑の門をた いてくれることを念

人でも多くの後粒たちが､マスコ

ており､受講した学生の中から一
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M Cとしては､今後も新聞や

岡村理事長が死去

瑚串良の岡

明治大学

安盟などを話された｡ あいさつの中でマスコ‑界への

会には､毎回のように出席して､
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春群像を中心に書きとげた ｢明大

｢校歌｣ の誕生をめくる熱血の青

で､われら明大人が世界に誇る が､2年間にわたるこん身の取材

ンフィクショ/作家･軍司貞則氏

なのか‑｡本書は､本学oBのノ

て選ばれたのか､校歌はなぜ必要

たのか'作詞者と作曲者はどうし

たのか､その3人はどんな人物たっ
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二吉｣の3人たったという｡3人
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学ではな‑､当時の飾付の学生

しかも､校歌を 〟作った〟 のは大

この校歌ができたのは､実は大正

