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館鯉鑑｢ス
しか 現実は､同時多発テロ､狂

されるものと思っておりました｡

てこられたでしょうか｡ の流れをどのような印象で見つめ

て､さらなる人類の鎌栄かもたら 2 1世紀は､国際化､日向化によっ

おかれましては､この1年の世界
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で開催される｡ ハティタワー23階のサロン｢紫紺｣

の活動状況などの報告をはじめ､ たM cの全休活動や､各分科会

り少な‑ りました｡会員各位に

われわれが期待をもって迎えた
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29日(火) 午後6時から'母校り

木元
大高

尚男
佳‑

学マスコ･､ クラブ)総会が'1月

21世紀‑回目のM c (明治大

総会では､平成13年に開催され

2 1世紀最初の1年､いよいよ残

発行人
編集人

20 2年のMMc総会
1月29日(火)へリバティタワーで
が､5人の整備員の誘導で悦ちに

タンレー礼では､‑千余人の社員

もう.つのヒルにいたモルガンス

突した喧後､ツインタワービルの

ンタービルに､最初の飛行機が激

ントであると思っています｡

紀の:幕開けとなってしまいました｡

トはただ一つ､リスクマネーンメ

9月Ⅱ日､ニューヨ ク貨易セ

えた西伯が次々と起こり､膳い世 年商の発生､不況等々､予想を越

記念講演はと‑に行わず､総会終

それは何故か､私はそのキーワ‑

ている｡

栄作などの審議を行うことになっ 新任の瑠再'幹部などの役員人事

(‑年間) の任期を迎える会長と､

や華業引回案と予覚案､‑期日

会計報倍'新しい年度の活動方針

に移して､恒例の新年懇親会をに

了後はただちに会場をサロン｢燦｣

今回はゲストスピーカーによる

鍵韻蓬⑨辿籍
‑ 問われるマスコミの役割
士銀行の社員は､燐のヒルで柄か

のことでした｡同じヒルにいた宙

ら､避難訓練を行っていた めと

易センタービル爆破事件の庖後か

きたのは､1‑ 年に起きた綴

目の磯訓となってしまいました｡

たった5人の餐備貝会員は､‑機 員と背きましたが､実は誘導にあ

避難を完了したとのことです｡金

に‑横目が突入する前に'会見が 建物外に避雛を開始し､そのヒル

員は､至急ご納入ください) 年会費(40 円)を未納の会

ともかく､この霧中い避難がで

い‑つかのイベントが企画されて

ぎやかに開催することにしており､

となった21世紀の躯開け｡新しい 同時多発テロで､混迷の世界鮒勢

た矢先に､突然アメリカを頻った

いる｡

懇親会蹄30 0日｡(なお̀

M C会長 木元 尚男

う｡

事がより善であるということでしょ

りますが､危機状態を起こさない

は苔の善なり｣というくだりがあ

らず､戦わずして人の兵を屈する

に｢百戦百勝は善の酋なる者にあ

そのものです｡

これは明らかに危機箭理窓議の差 結果はテロの磯操になりました｡

と璃話し､避難が遅れたようです｡ 起こったが､こちらは何ともない'

親パーティー｡

れることを期待しての年忘れの懇

｢午年｣ が､力強く走りだしてく

局面は異なりますが､孫子の晋

で開かれる｡

ド‑階'℡3291･‑ ‑ )

(明大通りの富士銀行支店ヒル地

ストラ/ ｢ナポリの下町食堂｣ 後‑時から､東京･お茶の水のレ

c忘年会｣が'12月2 日(土)午

厳しい不況かようや‑綬みかけ

新しい世紀の初年を送る｢M

1 2月2 日に忘年会 購補整塁

います｡ が硝来るのか､それが今問われて

ます｡

会員諸兄のご健闘を期待いたし

の中で､どのような役割を担う事 す｡マスコ‑は､このような事態

まさに21世紀文明に対する馨鐘で

ありそうです｡ の事態は日本が作り出した側面も

この1年に起きた様々な事象は､

中小企業が旺過されています｡こ

かー圭一=われる立場になり､日本の

が悪い｣と言ったことを､今中国

は米国に対し｢安い物を売って何

あるとのことでした｡かつて日本

日本のハプル期より好景気状態に

管理の欠如が招いた結果です｡ です｡狂牛病の発生は､正に危機 伴ってこそ､初めて成り立つもの 合った安全を担保する危機管理が

うかがいましたが､今の上海は､

先日､上海の人に現地の状況を

は語っている｡ でいただけるはず｣と､担当理事

国際化'自由化には､それに見

1万円だが､｢会雑以上に楽しん

お楽しみが盛りだ‑さん｡会費は

か当たる恒例のビンゴ大会など､

ン'平面テレビなど超豪華な景品

料理や串焼きも食べ放題‑I
パソコンやテンカメ､遊子レン

ゲティ‑はもちろん､自慢の‑帆

ドリンクか飲み放題｡ピザやスパ

インやヒール､カクテル､ソフト

味わえる店｡10 種類以上のワ

ア料理を中心に､うまいワインか
会場はその名のとおり､イタリ
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のセ､ ナ‑闇値｣､｢大学当局との

の活発化｣､｢マスコ･､÷心望写生へ

｢月例会の充実｣ や ｢分科会活動

0 ‑侍の活動方針を決めた｡

‑口に｢拡大役員会｣を聞き､2

今年はまず､新年総会後の‑月

あー物影晴妙薬⑨運輸遷
･tL‑̲∴̲一

20 1年のM c活動報告

国書音SSSS漢音漢音88葛撃̀ n‑I‑｣は墨壷
ように､3回にとどまった｡しか

を予定していたか､別項の報空の

ヽ⊥

｢月例会｣ は'年間‑回の開催

できなかったと考えている｡

たもの ､子分な結果を郵‑事が 交流｣などい‑つかの課題を描け

国璽翠TJII'

1'モーF''メガとッiO鱗
で何ができるかでなく､｢サーヒ

ら開発が続いた｡だから､技術面 ザーの思いをしっかり見据えなが

う捷供するか｡ポイントになるユー

も重要な課題｡どんな硝報を､と

たったという｡そしてコンテンツ

いの50余人と大人気だった｡ マとあって､参加者も会場いっぱ たって語った｡タイムリーなテー 指すところなどを約‑時間半にわ のIT磯路本部メ/ハーとして目

ーネット活用｣ で何ができるか､ 決め手は｢靭帯電話によるインタ

モード誕生のいきさつから､内閣

o方の大ブレークを果たし ‑

トの背景｣と越して､契約数‑

松永さんによると､‑モードの

伝えてくれる｡しかも､メールチェソ

て､あふれる時報をコ/パクトに

持ち捗さができ､‑モードによっ

比べて24時間フルタイムに使えて

グラウンドになったという｡

クリエイティブな環境が､パソク

松永さん主宰の 〟クラブ夷喋〟 の

デアが型まれ､育まれるという､

が‑月20日､中天会館で閥撮した

自画におしゃべりすることでアイ

わけではない｡実は集まる常が､

れ始めていたのである｡

という転換策が､95年頃から絞ら

アの世界に行かなければならない

ものからデータ通信というメディ

からハリユーへ｣と､音声中心の

いく｡｢これからは､ボリューム

‑モードの生みの親･松永要理

になると もにコストもーがって

なる音声の排常雌謡が､飽和状態 から牛まれだものでもあった｡蛍丁

うございました｡

月例会も 高木教授､大仁田氏迎えた

くな､鎮意の人だった｡ありがと

れるなど'時のリーダーは､気さ

ブ員の妬間に懇切丁寧に答えて‑

ろう｡

対照的で､時代の要諦でもあった

物づ‑りを織ってきた価値観とは 考えた｡この方法論は､ただただ

スで何ができるか｣を､徹底して

あることも承知しているが､在校

に招いた｡一部でいろいろ意見が た大仁田厚氏をゲストスピーカー

例会｣ には､参議院議員に当選し

と自負している｡その中の ｢1 月

6月には新聞･広告･出版･放送

セミナーは大きな関心を呼んだ｡ いう形で学生へのPRもあり､各

0‑年は大学離職部との共催と

のマスコ､･ セ､ ナILだった｡‑

それは､NT ドコモの危機感

もちろん､一朝一夕に出まれた

の水スクェアで母校の高木勝教授

松永真理さんが講演

さん (1971年文学部仏文科傭‑)

松永さんは｢‑モード メガヒッ

靭帯電話は､ノートパソコンに

第‑回例会は5月25Hに､お茶

月例会で講演して‑れた｡

理事長 目賀田 武蔵

カセ気味｡それでも講演後もクラ

(日印スポーツ･斎藤 柳光)

るともいう｡

スも活性化するなど'期待は詰ま

す盛んになり､コンテンツビジネ

供し､メディアの多角化もますま

にさらに低コストのサービスを提

人だ｣とも話す｡

程調盤がつかず､見送りにした｡ 佐波行きを予定したが､会員の日

MC新潟支部との交歓会を兼ねて､ て実施された｡｢旅行部会｣ はM

と ｢富士馬面の会｣が前年に続い

最も充実した活動は｢在校伍へ

｢‑モードは秘呼ではなく､管理 い機能がいっぱい｡松永さんは

席照会を｢して‑れる｣など優し

約｢して‑れる｣､銀行口座の残

ク ｢してくれる｣､チケソトを予

樋的な対応が目立った｡就職試験 が持たれるなど､M c会員の榔

月には｢新聞｣と｢出版｣セ,､ナ‑

そしてEビジネスは､ユーザー

松永さんは､多忙か.らこの日は

し内容はそれなりに允実したもの

は､1 月に ｢広告セ‑ナー｣､12

室が満員になるほどの盛況だった｡

門戸を閥放した｡ 生も関心があると考え､写生にも

分科会活動は､｢ゴルフ部会｣

七､ ナ‑は､女子学生を中心に教

セミナー｣を闘いたがへアナウンサー

体セ‑ナIL､10月にアナウ/サー

送関係のセ･､ ナ‑は､1月に ｢全

は多数の単色が詰めかけた｡ ナILを開催､リハティタワーに

のOBによる｢マスコ‑全休セ‑

て)｣ を頼って諸先韓を訪ねると

か近づ‑と､後並たちが ｢伝(っ

これまでも毎年開催してきた放

今回初開催の広告､新聞､出版

◇◇◇◇◇

る大仁田厚氏の講演が行われた｡

ント･大学件で参議院 員でもあ

‑回例会は､プロレスラー･タレ

後の見通しなどについて講演｡第 が､小泉内閣の経済政策や景気向

願いしたい｡

○⑯…csヨe≡aC〕p)まで連絡をお

296･4082中ヨaこヨa『8】

は､大学広報部の中岡氏(℡0･3

｢メールアドレス｣をお持ちの会員

早‑て舶用がほとんど掛からない｡

れは柳沢幹事長からの捉案だが､

メール｣を大いに利用したい｡こ

ようにしていきたい｡ ベントに硝極的に参加して‑れる

な負担になっている｡そこで｢E

最後に'会員への通信鮭が大き

た｡こうした若い会員が､各種イ

セミナー会場は大いに盛り上がっ

｢講師役｣ をかって出てくれて､

では､卒業後間もない若いOBが や｢広告セ‑ナIL､｢出版セ‑ナIL

る｡｢放送･アナウンサーセ,･､ナIL

分担は着実に世代交代が進んでい ことを特証したい｡役員会の役割 幹事長が審引役を果たしてくれた 事グループではNT アド･柳沢 村理宙が中心となって推進し､幹 動の中で'理事会ではTBS･本

と稲感している｡ 硝極的に重ねてい‑ことか必要だ
また､今期のM cイへント活

は大学当局と のさらなる交流を 制を構築することができた｡今後

いるが､今年は就職部との協力体

ただきたい｡ 思われるので､ぜひ面倒を見てい

学広報部に連絡窓口をお願いして
M c会員の世話役として､大
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が多数出席した｡ はマスコ‑業界を目指す半生たち

集部長が流用に立ったが､話題の 出版業界から扶桑社の平出艶子編

い､りハティホールで開催｡会場 会員からそれぞれ講師に出てもら

聞･テレビ･出版･広告の各業界 18日には'全体セ･､ ナ‑として新 れている｡まず夏休み慮前の‑局

1月から5カ月にわたって実施さ

スコ､ 就職セ‑ナILが､今年も

M c活動の何例となった ｢マ

なかでも唯一の女性講師として

翳醇♂膏薬澄ミ離職駐ミ夢‑
見叫
｢ m mS葛｢ i
制作プロダクションの共同テレビ･

え､東京FMの冨沢進氏と､番組

s､テレビ東京のテレビ3局に加 回は趣向を変えて､NHK､TB

スセミナーが連続して行われた｡ 10､日の面Hには放送とアナウン

から講師をお願いしてきたが､今 セミナーは､これまでテレビ各局

ごとのセ､ ナ‑がはしまりへ 10月

ずで､多くの的問が出ていた｡ 学年諸君は相当感銘を受けたよう

出版するまでの努力と苦労の話に､

夏休みが終わった10月から業界

リバティホールで行われた放送

リバティタワーで行われたマスコミ全体セミナー
たが､テレビ朝日の渡辺宣嗣アナ は取材の都合で遅れての参加となっ われた｡TBSの安住仰一郎アナ

叙娘で､テレビ新広島取締役相談取締役副社長､平成6年同代表取｢お祝いの会｣を行った｡

会場の都合でIt号館50番教室で行

わけで､思えは便利になった｡ 方も暇な時にメールを送ればよい 惑をかけることが少ない｡答える

よりも､メールで師岡する万が迷

ト時代､学年も職場に電誰をする

ず聞いていた｡まさにインターネソ

のOBたちにメールアドレスを必

と締間をしていたが､さちに講師 師を囲んだ学生たちか､いろいろ

を聞くことができた｡

クションの現状など､興味深い話 な番組を制作している制作プロダ

なるラジオ界の今後や'さまざま

なく無‑なり､地上波デジタルと

をお願いした｡AMもFMも間も 大林範彦プロデューサーにも講師

セ‑ナー終了後､それぞれの講

溜1 日のアナウンスセミナーは､

1月3日に政府が発表した秋のを経て同50年､テレビ新広鳥代表加穂留名誉教授をお解きしてのお勧め‑ださい｡

吉川氏に執ヨ割前封劃｣難語謂網羅網咋
放送業界発展への功績で

■葛､吉弼鵠識評語緯整調プ緯盤脱誤棚許諾結締周か.m講評

園田調整
氏 年にわたる放送業界発展の助郷に
が､勲三等瑞宝章に選ばれた｡長

業･事担当となりへ専務取締役テルで吉川ご夫妻と､同窓の岡野Bをご存じのかたは､ぜひ入会を

役の吉川英司氏(昭和28年政経卒)

のI&S･染谷左千子さん､オリ

行われた｡講師陣はいずれもOB

午後1時から､;号餅50番教室で

吉川氏はニッポン放送に入社し､

捌き入っていた｡会場は‑ 人

｢広告セ‑ナ‑｣ は､1 月26日

代の苦労話に､学年諸君は熱心に

3人のアナウンサーか語る新人時 ニッポン放送の山本元気アナと､ やNHKの白崎誰彦アナ､そして

うな盛況ぶりだった｡

気が絶大であることを証明するよ 就職試験の中でのアナウンサー人 を超える学位諸君で一杯となり､

慮替埴ミ歩‑も熟鏡
時間オーバーで質問続く

をいただいている｡

として､会の活動への助言や協力

りに尽力した｡現在はM c顧問 織し､楠報交換とネットワーク作 て､マスコ･､ 業界に働くOBを組

スコ‑クラブ)｣ の初代会長とし

アイ･ン‑･山路美保子さんの案 ジェンシー･野中剛氏､シェイ･

発足した ｢明大マスコ‑会(現マ

博報堂･佐久間英彰氏､東急エー

コム経営企画部長･桜井浩一氏'

フンテレビ常務時代の20年筋に

M cではこのあと̲ 2月にかけ

予想外つの学生が診加した広告セミナー
職課もマスコ‑業界への離職促進 尊をよろしく願います｡母硬の就 たちがお訪ねしたら､就職のご指 告業界のOBの皆さん､もし学生 いきたいと感じた一時でした｡広

し､これからもこの業界に生きて

が一つにまとまったと感じました

いました｡また'広告業界のOB

学色かかなりあった｡ を回っても､講師に質問を続ける

を実施して本当によかった､と思

間では､会場閉塞時間の午後10時

浮き彫りに｡またへ 個別錨問の時

の蹄問には､業界の厳しい現状も

に熱をおび､業界のシェア問題へ た学生と講師邸のやりとりも次第

に入ったが､はじめは遠慮がちだっ 観などの話を聞いたあと蹄疑応答 わせた｡講師陣から体験談や人生 業界への志望も多いことをうかが

したか､みんな真剣に答え､広告 れ､まず学色たちにアンケートを 営業郡長が進行役となって進めら

モをとっていた｡

満杯となり､講演内容を懸命にメ

衷切る?‑60人の学年で教室は

まれは と考えていたが'予想を

活動の一助になれば幸いである｡ スコ‑界を目指す学生諸君の就職 おこなった｡OBたちの話が､マ

華メンバー｡当初は10 人も染

セミナーは､I&S･和田哲郎

ともか‑も､本格的なセ‑ナ
(NT アド･柳沢 克行)

(TBS･木村 隆)

◇

て､新聞､出版の個別セ‑チ‑を
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計画した｡ パーティーを楽しむという登山を

ホテルの悪評を反省し､230

㍍の佐藤小塵で､ハ‑ヘキュー･

さにふるえ'3‑ ㍍の富士山

明け､好天予想がはずれ､雨と寒

1月̲4日 (土) 崩れ

東京秋八重洲口の鉄鋼ビル前に

昨年の第1回富士登用は､梅雨

んだ第2回富士登山 バーベキューも楽し
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のご主人に用蔽してもらったハー

山10人という硝戌だった｡ 鷺山経強者‑人､初めての富士鷺 女性9人､年齢は20代から0 代､

ラインから直接小屋まで串を乗り

入れ､午後4時に到着｡佐藤小尾

副会長 木村 武

来して出発｡メンハ‑は男性8人､ 午後1時集合｡卓4台に1 7人が分

佑藤小屋の好悪により､スハル

｣:二二㌔,±
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と全員無事登頂へ
来たが､快鴫に恵まれ､頂上の蔦 ずつ頂上を日宿す｡風が少し揖て

えぎながら､商い足取りで､一基

ペースで､のんびり歩けた｡ かで､5‑ 人のグループでマイ

ろから高度の厳密が抽始めた｡あ

口ぐらいで日の出を迎える｡

ますので､多数ご参加ください｡

で開催します｡5組を予定してい

は､観桜ゴルフとして､次の要領

だけで､優りながらも絶好のゴル
M cゴルフコンペの第‑回日

候も､出だしの数ホール降られた

開催となった｡心配されていた天

オークスカントリークラブ｣ での

は､初めての経験だった｡ 本格的なバーへキュー･パーティー

日をこすりながら行動開始｡6合

驚両道はシーズン前のせいか治

8合口､30‑㍍を過ぎるこ

登山を忘れそうになった｡長い鷺 パーティーは盛り上がり､明日の

山経験の中でも､‑ ‑㍍での

な出のきらめきの中､ハーヘキュー･

今回は大森豊先蝿のホームコー

ほしい匂いと もに､ハーヘキュー

な魚と肉､野菜が炭火で焼ける香

後‑時､佐藤小尾着｡ プに分かれ､正午に下山開始｡午

りをするグループへ大休止のグルー

に全員37 ‑㍍に登頂｡お鉢巡

の朝'築地の河岸で〓入れた新鮮

開始｡太陽が雲海に沈むころ､こ

ヘキューセットで､さっそく準備

眼下に雲海､その切れ間に山中

ス､成田国際空港近‑の ｢グレン

来春3月､観桜ゴルフコンペ

がはじまった｡

湖の灯､おいしい空気と降るよう

1月̲5日 (日) 晴れ

起床午筋3時､氾発4時｡眠い

登る山ではないと､意地をはる人

縫部氏が初優勝飾る

渡れをいやして‑れる｡ 居を‑ぐると､パノラマの絶景か

予定通り午前10時から1 時まで

富士山は､遠‑から眺める山で

和やかにMMCゴルフコンペ

《鶴00･‑ 18･372‑》

コース 相模カンツリー倶楽部

無がスタートした｡ つけ､和気あいあいのうちに全員

夫部氏までご一報ください｡ 案内希望の方は､協和広告･愉郁

の通りラジオの生本番終了後駆け

急遽欠場､千田正穂氏は､いつも

日時 ‑0 2年‑月29日(令)

フ日和となった｡

を癒したのだった｡ で礼富士を眺めながら､山の疲れ

うにふさわしい山なのだ｡

毎回出場の堀成夫先輩がカセで

上は､山の霊気を受け､活力を悲

な山に変ほうし､37 6㍍の頂

急傾斜を除けば､日本一クリーン

山か浸透し､ゴツゴツした山道や がいるが､最近の富士川は清掃鷺

帰路は､紅富士温泉の露天風呂

木元会長から優勝カップを受ける縫都氏
れまた感謝感謝でした｡
(ゴルフ会幹郵･橘 郁太郎)

レー艶を安‑抑えていただき､こ

誰の配慮で1万‑ 0 円と､プ

なにはともあれ､メンバー大森先

ノ勢の不調が目立った会だった｡

り､銀杯を持ち帰った｡ ア/ダーでぶっちきりの優勝を飾 彦氏がハンデの利を生かし､ワン

今回は木元会長はじめ､ヘテラ

感謝感謝｡ た｡〟多額納税者〟 の木村武君に
優勝は､久びさに出場の縫部隆

た｡これはすべて宴会穀用に消え

額に支払っていただくことになっ 出で'皆さんに決め事の罰金を多

のワングリーン｡スリーパソト続

グリーンは大きくうねったヘント

リカンスタイルの林間コースで､

コースは､戦略性に富んだアメ
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