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2~世紀を迎えて初めてのMMC　(明治大字マスコミクラブ)総

会と新年懇親会が､1月29日夕､神田駿河台の母校前､お茶の水スクェアIA館で開かれた｡過激派学生らの締め出しのため､会場を母校のリバティタワーから急拠変更しての開会だったが､会員や今春マスコミ界入りする予定の新人ら合わせて約-00人が出席し､なこやかに旧交を温めた｡総会は､千田正極埋画(乃NH　はゴルフや富士登用などが賑やか

K･現フリーアナウンサー)の司　に行われたこと｡マスつ､､､志望掌会で､まず目賀田武蔵理事長が､　生のための就職セ-ナ-は､全体1年間の活動状況と､今年の活動　七･､､ナ-と放送関係分科会が2回日様なとを報告した｡　　　　　　開かれ､新聞･逓信､広告関係は

それによると､月例会が､いろ　この春に閲-予定で準鮪を進めて

いろな宰相でわずか数回の開催に　いること｡大学への要敏事項など止まってしまったが､分科会活動　が実現出来ず､しかも過激派学生
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今年度の活動方針などを報告する目賀田理事長

の締め出しなど､鋒校が恒心している問題への関心をもっと持つべきだったと反省していること-などを挙げた｡

その上で'今年の

活動方針としては
｢これまでの実紙を

踏まえながら､MMcのさらなる発展を期しへ　より充実した行動計画を立てて実行していくので'皆さんのこ協力を願いたい｣と述べた｡

続いて檎郁太郎副

理事長･会計担当が､新クラブとしては初

何度にあたる2000年度の会計報告､大関敏勝監査役の監査報告が行われ､満場一致で承認された｡

恒例の諦念講演は'校歌誕生ま

での経経をまとめた｢おお､明治LI白雲なびく-校歌誕生物語-の著者でノンフィクション作家･軍司貞則氏が'2年間に及ぶ取材のエピソードを語った　(2面参昭)｡

総会後､引き続いて千田理事の

司会で新年懇親会が開かれ､カセのため欠席の岡野加藤留顧問からの枕電披籍の後､まず木元間男会長が｢改めて21世紀の新年おめでとうございます｡ただいま軍司さ

成功すれば21世紀は大変すはらしい時代になってい-のではないか｣と語り､さらに校歌誕生に係わった故･武田孟総長との写生時代のエピソードを披餓した｡

続いて､堀敬夫顧問が｢sMC

と昭和会マスつ､､､部会が一緒になって2回目の総会だが､厳しい世の中を関連ある仕事にいるわけで､お互い力を合わせてこの新しい世紀を生き抜いていきたい｡この会を懇親の場と共に､ちょっぴり人生の場に結び付けるのもまたそれぞれの器丑｣と祝辞を述べた｡

また､来賓として出席した吉田
善明嘗栃理蒋(学務､広報担当)が｢本来なら-ハティタワーでこの会が開かれるはずが､入場制限のためこちらになったと思う｡ご存じのように､長い間学生会館にろう城していた革労脇クループが､生協や学生会をリードし､内ゲバで人を殺すような事件を起こしたため､昨年12月､全教職員の集会

その他でわれわれ理事会の意見が支持され､学生会館の封鎖に踏み切り､学生会を否定､自治会鰭の徴収代行をやめた｡い-ら考え方の自由といっても人を殺すような､大学の自治を踏みにじるようなことは絶対許されないわけで､不穏な勢力を一掃して明るい明治大学を取り灰したいと､真剣に努力しているのでご協力をお願いしたい｣とあいさつ｡

続いて語根端忠副会長の乾杯の
音頭で懇親パーティーに入った｡席上､別府隆彦･野球部総監督と､遠路はるはる大分県から駆けつけた本田維慾･日出町長がそれぞれ祝辞を述べ､さらに今春マスコミ界への入社が内定している新人日大が､千田アナの巧みなリードで､それぞれが抱負述べた｡

懇親の席が織りとがる中､最後

に参加者全員が肩を組み合い｢おゝ明治～｣を大合唱して､にぎやかに新年懇規会を終えた｡

んから大変賞垂なお話をいただき､占い時代に粛然とする思いで､今の時代に大変ふさわしい話だったと思う｡現在､全てが脱皮を図っている状況で､これがうまく
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掠講寮誰生半　　　ノンフィクション作家軍司貞則氏が講演　E

軍司です｡本(白雲なびく-校

歌誕生物語｢おお､明治｣)　の内容ですが､二年くらい何もないところからはじめたのですげとも､いま自分かやっている市とすごく同じような感じであることと､ちょうど時代が本当に大きく変わっていることと重ね合わせて､この本を書く内側の意識､それに結締面白い事実が後ろにあったということを､お話したいと思います｡

それで､宣伝ではないんですけ

ど､いま僕はこんなことをやっているんです(ヮールドサッカーのプレイベントに､3月24日に開催された　｢メガパフォーマンス｣　のポスターを披露-写真)｡来年､横浜でサソカーのワールドカップをやりますよね｡それは何かというとイへ/卜なんです｡いろんな

やってよ-分かったんです｡

明治大学の校歌の作詩は詩人の

児玉花外という人で､作曲は山田耕作ということになっているんですげとも､結局それ自体が違っていた｡既成事実というか､託を作ってしまった｡それに皆騙されたわけではないでしょうけれど､固定概念というか既成概念で､明治大字という名前とレソテルがあれはへもうそれでいいと疑問を涛たない､というところか一番面白いことだと思いました｡

で､実際作り上げた三人の写生

なんですが､これ､今から八1年くらい前の六五九年の話です｡何でこの時期に作ったのかというこ

｢EEEE~乍

家です｡それが毛利に滅ぼされてその菩提寺を守ったのが武田さんの祖先です｡ただし､山ん中のお寺なので､榔家がいません｡

もう一人が牛尾営造さんといっ

て､この人が実質､本当に何も無いところからやりました｡よく早稲田と明治比較されて､学校が出来たのは明治の方が一年早いんですよね｡ところが､校歌が出来たのは都の西北の方が何-年か早いんです｡

だれが作ったかってというと､

早稲田の文学部には､坪内進通がまだ生きていて､島村抱月も暦て､そこの連中が中心になって多分､〟校歌は求心力がある〟　と学校と

すね｡それで樺太の森林伐採を一手に引き受けて､しかも､三井､二菱と組んで財を成すんです｡当時大きな港だった小欄に事務所を持って､本土に木材を送るというシステムを自分で作り上げた人でした｡越智さんは､父親の財産を､ほとんど明治大学の校歌を作るための運動資金に使うんですね｡

で､当時の明治大学は実質的に
東京帝大を出た人がイニシアチブを取っているわけですから､本当は　〟校歌なんかいらない'とうでもいい〟　だったわけです｡それでいろんなことを言って校歌を作るということを大学から取り付けて'作ろうという運動に入って､何処[~~~~[一･IL!1----L~｢EL"L培

条八十､山田耕作｡児玉花外という人は､西条八十さんを動かし､山間耕作さんを動かした｡

実際のいまの　〟白雲なびく駿河

台〟　の歌詞､そのフィー-ンクを作ったのは全部､西条八十さんです｡今の時代で言えはすごい権威とか､ある分野の鍼々たる人に､令-何の力もない人達が飛び込んで行って､セロからワン､ゼロところかマイナスからやって､その後､学校側から｢値段が高い｣と

も非常に不満だった｡ですからへ校歌というのは､ある意味の革命歌だったわけです｡
そのうちに学生騒動なんかがあっ

て､木下さんなどの理帝全員が退任です｡で､この歌を聞くと､当時の教授とか､大学の中枢に居た人達は疑えた､学生達に詰問されるんじゃないかみたいな､そういう身の危険を感じたという｡それが､明治の校歌の本質というか､一番最初のものです｡

山域繊弱鶉鞠轡＼鶉壁の覇韻

やってることはすこく同じなんだな､ということがあります｡で､それは何かというとへ古いものをぶち壊すということなんですね｡

まず､校歌というものを作ろう

なんてことを､当時考えた人が屠るんですけども､本気で考えた人も居なかったということも､僕は面白いことだなと思いました｡それと､明治なら明治という大学の石板なり形があるんだけれども､それを勅かしているのは実際一人か一人｡物事をゼロから作り上げる場合も､二人か二人くらいの人がやる｡しかも､飛び抜けたエネルギーとか､常識をはずれたようなことをやって､物事が成立しているんだナというのが､この本を
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革!1----i.-----------_ココiIII1-----_丁ココ｣ー]IIiーーii-lil　…　_ユー　…　1---ーーー!,-I_ココ五とと､何でこの学生たちかたかたか校歌というものに邁進したのかという一つのポイントが､僕は新しいものというか､既成のものをぶち壊したり､今まで常識と博しっていたものがそうじゃなかったよ､ということを考える上での一番大事なポイントじゃないかと考えています｡

さて､二人のうちの一人は武田

さん｡総長やったり､学長やったり､最近野球の殿嘗入りしましたあの方です｡色素まで行きましたが､今は広島市に入っているけと小さなお寺です｡三百年､もっと続いていますかね｡要するに甲斐の武田氏が広島へ行って､その分

かに話して､対外的にやるには絶対そういうものが必要だということを感じたんだと思う｡

叩流はスポラたったから､そう

いうのは無い｡早稲田は､ボートレースの時には　〟邦の西北〟　などと確然と､いつも誇らしげに高々と声を上げている｡ところが明治は何も無いですから､｢わぁILだの　｢あー｣だの雄叫びを上げる-らい｡そういう巾で､学年たちは随分幸い思いをしていた｡

三人円は､越智七五一吉さん｡

出身地は小樽でした｡大正九年ごろは､樺太が半分山本の領土｡越智さんのお父さんもまた､なかなかの人で､樺太に目を付けるんで

へ行ったかというと､児に花外っていう詩人の所へ行って詩を頼んた｡ところが児玉さんの詩は､全然歌詞としては使えないって､その次さに行った山田耕作の所で言われてしまったんです｡

そこで出て来たのか､西条八十

なんですね｡西条八十さんは､大学出たのは早稲田で､当時､早稲田大学英文科の講師かなんかしていた｡そこへ､牛尾営造さんが､学校とか全く関係なく出掛けて行って､何度も何度も訪ね､頼みに行って作ったという詩です｡そういう風に武田さんと牛尾さんと越智さんが作ったんですげとも､結局､う余曲折を経て実際作ったのは西
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それが､儀式でちゃんと
歌われるようになったのは､何十年も経ってからです｡それを引き継いだのは野球部です｡野球部があったんで､これだけ校歌が､NHKのランオ放送もあったりしたんで'全国に流布したと思います｡

ですからへ　そういう風に

作ったげと､社会に出て行って形がもう全く変わってきて､多分､AT〟明治の校歌ソあゝ､とうでもいいや〟　と､若い人達はそう思うと思うんです｡

早稲田は完全に官数です｡

坪内進通'島村抱月が作ったけど､大学が作らせた｡

か何とか文句を言われたり､ほとんど､大学側のオヤシたちには受け入れられません｡

柄で受け入れられなかったかと

いうと､求心力を持った校歌､あるいは若い人達の意識を詰った校歌というものが､本当に時代をぶっ飛ばす力を持っていた｡つまり､帝国大学を中心とした非常に固いシステムたったと恩うんですげとも､それに対して若い三人なんか

明治大学はそうじゃな-て､大学の首脳陣は外の人ですからとうでもいい｡それを､一つ自分蓮でやろうよと､やったのか明治の校歌､それが決定的に遭うことであり､面白いことだと思います｡

さて､時間のようです｡私もゼ

ロワン人生をやりたいと思っておりますので､またよろしくお願い致します｡(拍手)

=抄録=
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｢戦争の世紀｣
私は昭和6年(一九三一)　4月

年まれ､生後5か月で｢満州茎が勃発し､以後､戦争の巾の波乱の幼少時代を送る｡

また､戦火ではないが､満3歳

になる直前の9年3月､関東大袋災以来の　｢函館大火｣　で､母の背に負われて逃げ惑ったことが､私の最初の記憶となっている｡

その後東京に移るが､小学校入
学,別年の昭和12年に　｢支那事変｣が勃発､小学4年の時には｢大東亜戦争｣　に突入した｡とはいえ､勝ち戦の問は､元気な｢軍国少年｣時代を楽しんでいたのである｡

しかし昭和19年､車掌に入った
頃から負け戦が続き､8月頃､サイパ/､グァムなどマリアナ諸島の玉砕で､戦勢は一挙に悪化した｡そして1 1月から米華B29膜嘩機による東京空説が始まった｡

毎晩のように､東京上空の暗闇

に探照畑の光線が何本も走り､自銀色のB29の機影を抱える｡まさに光の祭典だが､高射砲蛸はなかなか当たらない｡昨夜は東方､今夜は南方と､遠く大火災が赤く被告を染めるのを見るのみであった｡昼間も青空の空中戦を仰ぎ見､たまに日本軍の小さな戦闘機が'体当たりでB29に煙を叶かせると皆で万歳を叫んだものである｡

西岡　香織(昭和28年卒)

この頃'出征や勤労動員で盲目
年若は不在のため､中学-年生の私でも連日の聖教下'町内会の警防団や学校防衛隊の一員として､伝令役などを務めていた｡

昭和20年に入ると､B29と共に
艦載機も現れ､東京は丸焼けに近い状況になって行く｡警戒警報で学校に駆けつける時､新宿駅南口の甲州街道で艦戦機の機銃掃射を受け､あわや､という危険にも遭った｡さらに4月13日の深夜､大久保近-の一帯も煙い弾で全焼｡私は火の海から逃れて中央線の高架線路の上に座り込み､自分の家が燃えるのを見つめていた｡

私が見た20間組前半は'まさに
函館大火に始まって､東京空蝉に終わる｡そして北海道旭川に疎開

して終戦を迎え､晒和22年12月帰京して都立6中の-年生に復学､翌23年'旧制最後の明治大学予科生徒となる｡しかし翌年､全員が新制学部に編入され､28年3月に最初の新制大字事業生となった｡
そして29笹､ニッポン放送が開

局して放送記者第1柳生となり､防衛記者会にも所屈した｡また34年にはフシテレビ開局で移籍し､報道関係の仕事と勉斑を続けたが､

42年､社会教護部副部長の時､｢京都大学大サハラ学術探検隊｣
に参加して､4か月間のサハラ砂漠縦断で周辺6か国を回り､まだ生々しい建立戦争の傷痕を見た｡

また社会教蕊部長としてワイト

ショーを担当したが､｢小川宏ショー｣の〟初恋談義〟や｢3時のあなた｣の〟おふくろ談義〟の.｣対面企画が評判だった｡司会者は小川宏さんと､戦中からの大スター高峰三枝子､山口淑子さんだが､l｣対面の感激は､ほとんどが戦争中か戦後混乱期の生き別れによるものであった｡これも番組を適しての　｢私の見た　〟戦争〟　の20世紀｣　であろう｡

笛飛行士の優れた教養に深い感銘を覚えたものである｡ソ連　(現･ロシア)　に宇宙親争で完勝した駆りは一片も感じさせず､一米国人としてではなく､一地球人として'不可能と思えたことを可能にした喜びが､格調高く自然に語られている｡

私は幼少のころ､月に兎が住ん

でいるかもしれないと､本気に思っ

ていた｡これは淡い夢物語に終わったが､一方で新しい夢を持てた｡自然を対象物として｢克服｣することに満足を兄いだしてきた20世紀の　〟進歩〟　の陰に気ついた時､人は21世紀に新たな夢､ヒションを抱き始めている｡私たちは地球という奇跡的に恵まれた星を母として､友として自然と｢共生｣していかねはならない､と｡

｢月と兎と人間と｣

武内　　寛(昭和48年率)

一鐙蓄讐豊麗…
｢佐渡島､美味い魚と美味い酒｣　さかなに､銘酒｢北雪｣　｢越の寒

昨年来の懸案だった｢佐渡の旅｣　梅｣｢雪中梅｣をたっぷり飲もうどを9月23へ　24の両日､実施するこ　いう企画｡とになりました｡行き先は直江津　　宿代と飲み代合わせて約1万4から約1時間で渡れる小木町｡宿　000円の予定で､定員は00人｡を拠点に新潟支部との交流と佐渡　　また､7月中旬には第2回富士

私が明大1年生の夏､昭和44年
7月21日午前日時56分20秒(日本時間)という歴史に残る瞬間を目にした｡｢人類､ついに月に立つLI米国の宇宙船アポロ目早のアームストロンク船長が大横史上初めて月面に降り立った､その時である｡

都立6中1年生当時の西岡氏｡カーキ色軍服

風の制服､鉄兜も背負っていた

この年､明大は掌同紛争のあお
りで5月の連休のころからロックアウト｡これ幸いとアルバイトに粋を出していたが､半面､自由な時間も結鵬あった｡下宿の3盤問で､帰省中の友人のテレビを通して見､聞いたアームストロンク船長の月面第一声は忘れられない｡

｢これは､一人の人間にとって
は小さな一歩だが､入獄にとっては大きな飛躍だ｣｡私は米国の芋

会費納入のお願い

会員の皆さん､会のⅢ拇な運営

を進めるため､会鮭の納入をお願い致します(1月の総会で納めた会員を除きます)｡年会蛍は4000円です｡できるだけ早-お納めください｡

納入方法は､同封の用紙による

郵便振替､または現金SI留､銀行振り込みのいずれでも結構です｡

問い合わせは明治大学広報部内
明治大学マスつ､､､クラブ(MMC)事務局(03･3296･408

2)　へ｡

銀行振り込みの場合は次の口座

にお願い致します｡

∴]山王銀行神曲支店

普通預金　912595

【口座名義】
明治大学マス⊃･､､クラブ

木元尚男(きもと･ひさお)
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佐渡の小木町で｢越の寒梅と旨い魚を食べる会｣を企画している｡さらに｢ボウリングと焼き肉の会｣なども計画されている｡

これらの催しは､｢月例会｣　開

確のはがきの中でお知らせする予定だが､詳細が固まり次第､大学広報部内のMMC事務局に連絡するので､担当の中岡氏に問い合わせていただきたい｡(目賀田武蔵)

2001時の第1回理事会が3

月6日､母校の大字会館で開かれ､昨年の活動英紙を踏まえ､今年のMMC活動を着実に展開して行-ことを確認した｡

まず､｢月例会｣　については明

年の反省か､l,'これまで以上に活発に展開することになり､早けれは4月中に今年の第-回を開催す

ることで､柳沢幹事長を中心に準備を進めることにした｡
｢マスコ-志望学生への就職セ､､､

ナー｣は､在校生に好評のため､今年も実施することを決めた｡マスつ､､､関係の就職試験は早めに行われる傾向があるため､夏休み前の6月ごろ､MMC会員などによる新聞､放送､広告､出版などメ

ティ了を網羅した　｢マスつ､､､全体セ､､､ナILを開き､7月には　｢放送全般｣と｢アナウンサー｣　セ､､､ナ-を行う予定｡次いで10月ころ､新聞､広告､出版などのセ､･､ナ-を開催する予定で準備する｡

クループノ自重としては､ゴルフ

分科会か4月と10月にコンペを開くのをはじめ､旅,〓分科会は1月中旬､木村副会長をリーダーに
｢滝上登用｣､9月22-23日には､

MMC新潟支部との共催で､新潟･

ちょっぴり明るさが見え始めた

と一口われる大卒の就職戦線､そのためか､今春､新聞･通信･山坂･放送･広告などのマスコミ界入りする新人の皆さんは､3月7日までの就職課の集計によると､昨年より約70人多い2-9人　(うち女子48人)　となっています｡主な会社への就職人員は次の通りです
(カソコ内は女子)｡

綴駿㊨鱒麗綴
にぎやかに20世紀送る忘年会

飲みました｡ノリました｡新星

明治大半マスつ､､､クラブの第-回忘年会が'2000笹12月8日､東京･酸河ム日の　｢ウインズ｣　に00人余が集まって聞かれた｡

木元会長のあいさつで始まった

宴は､酸ム〓マスコ､,､クラブと明大マスつ､､､会の合体牢にふさわしく和気あいあいで大いに鑑り上がった｡

なんといっても圧巻だったのは､

豪華ビンゴ大会｡司会進/日没でおなじみの千田幹事が､得意の　｢あおり｣を入れると､日ごろ沈着冶梯な諸賢もたちまち鍬-なって別人椿ムキ出しとなる｡

｢-ーチ｣｢ビンゴノー｣｡日下
のパノコンプ-/ターが中日の宮脇さんに当たれば､自費的理事長ら,､､ニコンポをゲット｡対賦的に最後の最後まで屑透かしの人も､と悲･掌｣もこも｡とはいえ､たれもが燃えに燃え､忘句にぴったりの完全燃焼ムートにぴたり､幹事の千田さんも｢資金難を乗り越えて大盤振る舞いをした甲斐がありました｣とボツとしていた｡

最後は､クローパルソ-ユーショ

ンの中林さんのリートで｢おお､明治｣を属を組み合って放歌高吟｡新世紀突入を釣に､新クラブの聞続を熊話し合った｡　(斎藤柳光)

▽日本経済新聞社2▽毎日新聞
社2∇中日新聞社2　(-)　▽新潟日報社2▽下野新聞社2▽電波新聞社2▽朝日新聞社-▽読売新聞社1▽日刊スポーツ新聞社-▽スポーツニソボン新聞社-▽報知新聞社-▽デイ-ースポーツ社-▽中国新聞社1▽山陽新聞社1▽静岡新聞社-▽北国新聞社-▽福島民友新聞社-▽北日本新聞社-▽大分合同新聞社-▽全国新聞情報機業-▽少年写真新聞社-(-)▽コ､､､ユ一一ティー新聞社1

▽ベネッセコーポレーション3

(-)　▽エルヘ　リク教育図奮セン
ター2　(-)　▽学習研究社2▽雄鶏社-(-)　▽オレンシページ-▽ぎょうせい-▽日向国民祉-

(-)　▽少年画報社-▽高橋奮店

1　(-)　▽辰巳出版-▽冬青社-
(-)　▽日本ジャーナル出版-▽

双葉杜-▽ぶんか社-▽マガンンハウス-(-)　▽明治図書出版-▽日経ピーピー-▽ピーエイチビ-研究所-

▽日本放送協会5▽テレヒ東京

2　(-)　▽東海テレビ放送2(-)▽東京放送-▽伊予テレビ-(-)▽テレビ愛知-▽福島テレビ-▽福島中央テレビ1　(-)　▽棄放制作-(-)　▽読売映像-▽泉放送制作-▽ニュー･ジャパン･フィルム-(-)　▽ニッポン放送-▽エフエム東京-(-)　▽エフエム石川-(-)

▽東急エージェンシー2　(-)

▽広報社2▽三晃社2▽日本経済広告社2▽富士アドシステム2▽朝日広告社-▽アド電通東京-▽アドク-エインョン-(-)　▽小田急エー､ンエンシー-▽京王エーシュンシIl▽高知広告センタ11▽サ/プランニング-▽電通北確道-▽日本交通事業社-(-)▽伝創り-(-)▽東京新聞/ヨソパー社-▽フジク-エイティプコーポレーション-

明大マスつ､､､会が恒例行事とし

ていた　｢観桜コルフ｣　コンペを､-月3日に左記の要銅で開催します｡会場は堀政夫顧問のメンバーコースで､今回は5細を予定しています｡参加希望の方は､喩副会長までこ連絡ください｡

記

日　時　-月3日　(火)会　場　相模カンツリー倶楽部

スタート　8時0分競　技　18ボールスストローク

プレー

野　用　3万円(連絡先)

協和広告　椴郁太郎
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