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は､M Cも若い人達を中心に脇 かなけれはならない｡そのために

として､激変する時代の先端を行
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まず木元曲馬会長か｢マスコ‑人 ナウンス部次長の司会で開かれ､
総会は､NTV･松永二三男ア

親会に入り､旧交を温めあった｡ 各役員の軒仔と新顧問､新理事選伍などを行った後､新年懇 開かれた｡総会では1期日の任期を迎えた木刀会長はじめ､

｢紫紺｣で､会員大字役教職員､来賓ら約70人が出席して

｢日当同工 等〝 .言‡…溝｡｣議掴'詰l紹弼彊露棚沢誓鮭川統帥机需紺
年懇親会が､1月29日夕､鴎佼リバティタワー23階のサロン

木元会長ら全役員を再任

MC (明治大字マスコ‑クラブ) の20 年総会と新

20 年総会 新顧問と斯3理導も選任
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｢月例会の充実｣ を日活したが､

捕 僵

されているが ｣と,剛騒きして､

ご協力いただきたい｣とあいさつ｡

でにM CニュースNO4号に掲峨

一言! 鋳

り上げて行きたいので､よろしく

続いて日貨田武蔵理事長が ｢す

厳しい財政状況の全き†報告を行う檎副理事長
をお願いしたい｡ の皆さんのご協力

ために､ぜひ会員 ので､後遺たちの

行事として続ける

また､今年も会の 君に感謝したい｡ た｡担当の幹事諸 るなど大変好評だっ 人の学生が参加す

宿"1‑bO14‑30

ナーが開かれ､毎 広告､出版のセ‑

が､昨年は新聞､ 関連が中心だった は､これまで放送 生へのセミナー｣

｢マスコ‑志望学

にとどまったこと､

昨年は3回の開催

｢会則で役員任期は‑期2年となっ

2001年度会計報告

の活動方針などを説明した｡

会計報告の後､自費田現車長が

01年の活動報告と､20 2年 加をお願いしたい‑などと､20

山などが行われるので､多くの参 に観桜ゴルフコンペや夏の富士登

ら実現できなかった｡今年も3月

旅行会も計画されたが､残念なが 士登山を行った｡新潟･佐波への 会長をリーダーに､家族連れの富

コンペをはじめ､1月には木村副

職郁太郎副理事長･会計担当の

分科会活動は､番と秋のゴルフ

(2001年1月1日‑12月31日)
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あいさつに立ち｢学生が住みよい
〈支出の部)
1.会合積

明常勤理事(学務､広報担当) が

s

經C"

4月月例全会宙

た｡

のあいさつをして､懇親の宴に入っ

のは大変意義のあること｣と乾杯 手を掬え､後毅の面倒を見てい‑

勢の中で､同じ業界にある者が､ 統や避いもあるが､厳しい社会情

して2年､それぞれのクラブの伝 顧問が｢二つのクラブが大同団結

元会長のあいさつのあと､掘威夫 の司会で新年懇親会が開かれ､木

席上､母校を代表して､吉田著

2,033.790

満場一致で承認された｡ 社) の3人を推鵡したい｣と提案､ 部次長)､大串英明氏 (産経新聞 伍永二三男氏(NTVアナウンス 高位司氏(NHKアナウンサー)､

(読売新聞社 友)､新理事に岸田

引き続いて､松永アナウンサー
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《次年度繰越金》
沌

赤字額105.970円は､ iHSMC会計機金から借用｡

1.890

△ 105.970

にぎやかに懇親会を終えた｡

｢お､お､明治〜｣ と歌い上げ､

針などを述べた｡ ていきたい｣と､大学の今後の方 軸に質の葡い教育機関へと展開し 新しい教授を迎え､新しい学部を

合唱｡出席者全員が肩を組み合い まち時間が過ぎて恒例の校歌の大
憩親の席が盛り上がる中､たち

スクール) の開設を目指しており､

204年には､法科大学院(ロー

する新校舎の建設を始めている｡

ホールも備え､生涯学習にも利用 建てで､120 人規模の多目的 号館の蹄に､地下2階､地上三階 のおかげだ｡また､旧大学院と5

いているのは､皆さん方のご偽力

り1万人近‑増えるなど勢いがつ

だ｡ただ幸い入学希望者は昨年よ れはならない事態があるのは残念
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ことにする｡別項のような計画を

マスコミ志望学生への鏡職セミナー

レーで､さらに積稀的に取り組む ナILは､大学就職部との連係プ

No.5

会員諸兄姉の投薬を待っている｡ 活発に開催することを確認した｡

｢月例会｣ については昨年以上に

それぞれの担務を決めた｡ 一部役員の増強など別項のように

については､昨年の実頴を踏まえ､ 心な協議が重ねられた｡役員担務 員12人の貼席にとどまったが､熱

しなどが主な議題である｡関係役 字が見込まれている財政の立て喧

と､役員拍動の見直し､大幅な赤 開かれた｡今年の活動方針の確認 が､大学会館内の体育会 議室で て､3月6日､M C拡大後民会

また､M Cの活動計画だが'

在校星に向けた ｢マスコミセ･､

｢20 2年新年総会｣ をうけ

クラブ財政立て直しなど論議

1)マスコミセミナー全体案内

6月頃開催
マスコミ志望の在校生が対象

拡大役員会 活動方針と役員担務も確認

新聞､放送､広告､出版なと

2)

ジャンル別のセミナー開催
内容

関係資料を配布するためにか る
放送セミナー 冏ｹ

ｩyﾘ饕

万円程度がか っている｡

の会域費と講師への薄謝などで10 および送料で15万円､｢月例会｣

め､｢M Cニュース｣ の発行紺

信費が10万円以上か るのをはじ 例会｣などの毎回の連綿業務の通

は､大変厳しいものがある｡｢月

びかけたが､M Cの会計の状況

いる｡

諸兄姉の提乗を待ちたいと考えて きたいので､この分野でも､会員

さらに｢分科会活動｣を広げてい は回を重ねて充実してきている｡

フ分科会｣と｢宙士登山分科会｣

先の総会でも諸兄姉に協力を呼

通信賞は450人の会員全員に

が対象

お願いしたい｡ 立てたが､関係諸兄姉のご協力を

分科会活動については､｢ゴル

アナウンサー セミナー 冏ｹ ｩyﾘ饕

セミナー 俤i:

yﾘ饕

広告セミナー 處 Yｹyﾘ駟+r
出版セミナー 兌ｩ:ｩyﾘ饕
[副会長] 河合公八郎(NTVO

[顧 問] 波透宏(TBSOB)

[会 長] 木元尚男(TBSOB)

てから3年目を迎えたことであり､ 整理については､新組織が発足し

承認された役員は次の通り｡

いう強い意見も出された｡会員の

簿から削除すべきではないか｣と

欠』 の連絡がない会員は､会見名 費を納めない会員や､会合に 『出 ものだが､拡大役員会では｢年会

1月29日の総会で再任と新任を

六野耕作(明治大学数 治大学名替教授) ▽大 B) ▽岡野加棲留(明 渡部哲寛(読売新聞O

豊 (アドオークス社長)

フ倶楽部社長) ▽大森 中森久之(ABCゴル 苗(共同通信OB) ▽

(宣新取締役)

ビ解説委員) ▽高木早 ▽竹内員夫(フジテレ 堀威夫(ホリプロ会長) (日中ビデオ社長) ▽ 放送社長) ▽長井瑳 長) ▽坂本哲郎(岡山 正巳(十勝毎日新聞会 (読売新聞OB) ▽林 広島会長) ▽秋元秀雄 ▽吉川英司(テレビ新

オ福島専激) ▽木村武 B) ▽諸根靖息 (ラジ

るよう､努力したいと考えている｡ など､母校と慈恵疎通が促進でき

を強くお願いする次第である｡ 兄姉のご理解をいただき､ご協力 ためにも､年会費未払いの会員諸 いきたい｡M C財政の健全化の 名簿の整理を含めて検討を重ねて 役員諸兄姉の考えを聞きながら､

大学当局の執行部との会合をする たが､実現しなかった｡今年は､ 当局との竹薮交換会などを企画し
昨年のM C活動の中で､大学

(NTVアナウンス部

ンター) ▽松永二三男

(産経新聞牛活情報セ

s局長) ▽大串英明 良) ▽官本恭一(TB ▽中根怒(ホリプロ部 光(日刊スポーツ部長)

(ホリプロ) ▽斎藤柳

(理事長･目賀田式蔵)
局副部長) ▽千田正穂 ▽本村隆(TBS報道 已(NTV報道局次長)

ナウンサー) ▽阿部剛 岸田高位司(NHKア 潟放送網業務部長) ▽ ▽駒形正明(テレビ新 位一(産経新聞OB) 研修センター) ▽大高 小沼俊男(NHK放送 大手町センター長) ▽ 兵頭福雄(NHK学園 太郎(協和広告常務) スサイトビル) ▽檎郁 中谷鈍行(毎日･パレ

クス)

▽西村猛(ブロードワー 行(毎日新聞広告局) ナウンサー) ▽黒木俊 ▽岩崎貴子(フリーア 郎(テレビ朝日映画部)

v総務局) ▽山川英一 専務) ▽黒田宏(NT 阿部江位子(ケインズ

(朝日新聞広告局) ▽

新聞) ▽吉浦美千子 ▽服部真樹(日本経済 田誠 (日経cNBC)

(ニッポン放送) ▽門

事業局) ▽吉田泰遁

ス)

東條寅雄(博報堂プロ

目賀田武蔵(朝日レター

皮)

[幹事長] 柳沢克行(NT アド 《幹事グループ)

[副幹事長] 武内寛(産経新聞)▽

[幹 事] 中野良彦(フジテレビ

ビジョン)

課長)

[担 務] ▽総務=河合副会長､

藤理事､千田現勢 会=中谷副駐車長､斎 理導へ 北野理事▽幹事 連弾､中根理事､駒形 事長､小沼理事､兵頭 グループ活動=橘副理 宮本理導､大串理事▽ 岸田理導､斎藤理事へ 阿部理奉､本村駐在､ ▽月例会‑木村副会長､ 橋副連荘長､官本理事 事▽会計=諸根副会長､ 事､岸田理事､松永理 中谷副理事長､大高理

[監査役] ▽大西敏勝(IpA社

長)

工業新聞社) 次長)▽北野靖(日本

ノノ"‑‑‑‑‑}
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大合唱して新年懇親会を終えた 塗加者全員が肩を組み､校歌を

二二三藍 致偖ﾈ自?ｪ2ｲ 饕
+

I

●:

ゝー

への就職人員は次の通り (力ツつ

明大マスコミクラブ就職セミナーの報告
名称

D

実施日 伜

全体セミナー

度ﾈ

放送セミナー

ﾉ

｢

200

ﾈ

?｢

10月11日

広告セミナー

ﾈ

新聞セミナー

i?｢

(ﾈ繦?｢

出版セミナー

(ﾈ

開花t呈百をはじめて以来最速の開

日がどんどん前倒しされ､同庁が 近づ‑につれ､気象庁の開花予想 影響で､御承知のとおり開催日が 月29日に決めた｡ところが暖冬の さんの第六感で例年より早めの3

4日に行われているが､今年は堀

170

｢

塗ﾈ

鼎#

B

35

鼎

460
ﾃcc

ばならない｡そこで､開催日の設

ﾉ

77

150

ｳI?｢

せしている｡ 定は､堀さんの長年の経験にお任

D

｢

7月5日

どのマスコミ界入りする新人は､ 今春､新聞･出願･放送･広告な 常人など厳しい雇用梢勢の中で､ 昇給見送り､ワークシェアリング

依然として好転の兆しが見えず､

実施日 伜

塗ﾈ

3月13日までに本人が就職課へ届

260

汁

迎えてしまった｡ 花日となり､3月中旬には満開を

B

子45人)となっている｡主な会社 より約50入滅の164人 (うち女 け揖たものを集計した結果､昨年

にコースの予約をしておかなけれ 予約が殺到するので､半年以上前 てくれる保証はない｡この時期は ても桜が毎年決まった日に開花し

計1160

ロコ､ ユニケ‑シ∋ンス3▽講談 ス社‑▽ぎょうせい8 (4) ▽毎

ラブで開催している｡そうは言っ ムコース､名門相模ガンツリーク 合わせて､掘さん､木元さんのホー

1▽南信州新聞社‑▽沖縄タイム 北日本新聞社‑▽山梨日 新聞社 聞社‑▽東京スポーツ新聞社‑▽ 済新聞社‑▽スポーツニッポン新 3(‑)▽館H新聞社‑▽日本経 社4▽朝日新聞社3▽静岡新聞社

eSSSSSeSSneE'囲8回はン鵡 9°,一m ÷雨雲…蓑‑一一メ I.'al‑,.*‑.̲̲̲̲'一箱 劍

三一iキ ﾘ I

6･F椿 抱

爾

ｲ z2ﾒ

と冷え込み､当日は絶好の柁見ゴ
しかし､満開と同時に気温がぐっ

内は女子)｡
産経新聞社4 (‑) ▽読売新聞

例年､番のコンペは桜の開花に

昨年は4月3日､一昨年は4月

寵諾..･R,a:

ケイ‑( ) ▽ハウフルス‑

ジェンシー‑( )▽アサツーティ,

本企画‑▽オリコム‑▽京王エー

告‑▽大広‑▽ジェイアール東日

日本経済広告社2▽一広2▽ウッ

ド･オフィス2▽屯通‑▽協同広

3 (‑) ▽リクルート2 (‑) ▽

2(‑)▽博報堂3(I)▽広美

ンカ3(2)▽東京ビデオセンター

読売テレビ‑▽琉球放送‑▽イマ

ニュース通信社‑

ビ東京‑▽鹿児島放送‑▽鹿児島

新日本法規出厳‑▽ぴあ‑▽東京 ション‑( ) ▽学生援護会‑▽

礼‑( ) ▽ヘネッセコーポレー

ペもなかなかの風情であった｡ り煙る満開の桜を見ながらのコン

ンペとなったが､小雨に薄ぼんや は雨模様で､春雨に見舞われたコ

ルフができた｡残念ながら､天候

案内をさしあげます｡

ください｡一報いただけれは､ご えていますので､お気接にご参加

予定です｡若手会員もどんどん増

▽日本放送協会3 (‑) ▽テレ

一 一I
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秋季コンペは1 月ぐらいに開催

(お知らせ》

した｡ (副理事長･槍郁太郎) けて磨いた銀ピカの優勝杯を手に 前チャンピオン綾部さんが半年か スコアをまとめ7オーバーで優勝､ かし､党天にもか わらず手堅‑

盛り上がった会となった｡ 梶野さん､米沢さんとにぎやかな

先輩も加わり､初参加の西口さん､ 欠席されたが､久々に坂本､小池 た｡常連の河合先輩は所用のため 大勢の皆さんに参加していただけ

あり､5組17人という最近にない 月の総会で参加者を募ったことも 開催日を昨年のうちに発表し､1
さて､肝心のコンペはというと､

結果は､西口さんがハンデを生

∴一一∃

国華.,因一㌢
上

溝閲のサクラが散らずに待っていた

下 前回優勝の綾部氏から西口氏に銀杯
となりました｡

なったとか｡ を奮発した 〟福の神〟 もおいでに 迎えに来てもらったり､タクシー

く りにふさわしい (,)忘年会

ともか‑もへ M C活動の締め

たっぷり獲得して､奥さんに車で

と熱気のるつぼ｡中には､景品を 外の寒さも吹き飛ばすような興奮 掛け声も次々に飛び出し､会場は

も大いに売れて､｢ビンゴI L の

親睦を深めたようでした｡ を越えての楽しい交歓を繰り広げ､ してくれた方などが､世代や業種 い会員や､就職セミナーで講師を などには出て来られないという若

景品を用意した めか､ビンゴ券 年以上の豪華景品やハズレなしの
恒例の ｢ビンゴゲーム｣は､前

会となりました｡ 参加者は予定を上回り､賑やかな 古屋から出掛けて来た方もあって､ か出席しにくいという､京都や名

会場では､仕事の関係で月例会

したが､ウィークデーではなかな

で開かれました｡当日は土曜日で 学会館隣の ｢ナポリの下町食堂｣

月2 日午後6時から､母校の旧大

‑i ‑ ‑ ‑にぎやかに忘年会

M C恒例の忘年会が､昨年12

℡g･3578･3125

当たった/ 豪華景品が

(幹事長･柳沢克行)

龍まで｡

2002年4月15H
していますが､宙土山は曇と氷の

です｡ 植物はなく､無愛想このうえなし

登山道は火山岩のガレ羊と砂地で 名は関東全域にあります｡また､ が､その通りで､富士見という地

山ではないという俗説があります

山です｡富士山は眺める山で罵る

登った人に満足感と感動を与える

ラーで俗化されたIjでありながら､

MMCニュース
世界に例がありません｡最もポピュ

ます｡鋳年へ数10万人が罵る出は

山を第一とします｡ て経験者をガイドに付け､安全登

品) は､不思議な魅力を持ってい

私も学生時代から約年余登山を

No.5

本人次第ですが､初心者にはすべ 歓迎です｡登頂できるかどうかは､ ています｡もちろん､初心者も大 富士山に登ろうという会員が地え する先登や若い女性まで､初めて がり､古希(70歳) 記念に初挑戟

日本一の両,富士山(37 6

とができました｡

を取り入れ､快適な登頂をするこ

藤小屋でハーヘキェI･パーティー

山を楽し‑するため､5余目,佐 頂しました｡2回日は､著しい登

老若男女15人が参加し､全員が登 副会長から､25歳の黒木幹事まで､

に行います｡ 山は､7月13日(土)､14日 (冒)

3年前の第1回は､65歳の河合

今回は､さらに参加者の輪が広

M C特別企画の第3回富士蕃

緒鉾も翳⑫㈹露関
田側聞圃ぎ霧勝運約69営㊨聾♂
会社の行坤で登山する人､来日の 富士マラソンの練習をするランナー､

ターとして､毎年登山する人や､

に乗った気分です｡ 広がる雲海は､魔法のンユウタン 刻々と変化し､8合口から足元に

日の風､曇太陽の動きによって

登りました｡夏の掃上向は､その

に､初めて春､更､秋と筒土山を 還暦の工へレスト登山を考えた時

験はありませんでした｡4年訊､ 厳冬期に登っただけで､曳山の経

みませんか｡ いことを面白‑､笛土面に登って

です｡晋しいことを楽し‑､楽し

また､席上登山を健庚のバロメー

登頂10･ ーⅡ･0の予定｡卜向･

ら佐藤小屋広域 0日用)､ハーへキューは17･0 か

栢泊15合目･佐藤小屋 (2 3

マスコ‑集団･M Cは､1両の

い致します｡厳しい日本経済を反 を進めるため､会費の納入をお願

前(交通は申｡参加人数で調整)｡ 合｡東京欧八重洲口北口鉄鋼ビル

7月14日 (日)‑出発3･0 ｡

▲

霊室をかぶった真夏の富士山

▼

7全目付近を登る熟年グループ

残念ながら10万円超の赤字という 会計報告でお削りのように､誠に

映して (,)､時代の先端を行く

7月13日 (土)=集合13･0集 《スケジュール》

外国人など､夏の宙上山は賑やか

ングシューズと雨具､水筒､ヘッ

延も検討します｡装備はトレッキ

は中止し､1月如､21両Rへの順 を企画しましたが､悪天候の勘合 (注)梅雨明けの静かな富士登用 紅富士温泉で汀を流します)｡ 佐藤小屋16･0 (帰りに山中湖の

会員の皆さん､会の円滑な運営
‑"̲.圭i

M Cの活動を支える

∴●.∴､
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会費細入をお願いします

に就任､クラブの組織固めに尽力 年Ⅱ月､SiC発足と同時に会長 社長､同会長などを歴任｡昭和58 取締蟹殻山スタジオシティー 社し､東京放送常務取締役､代表 卒｡ランオ東京(現TBS) に入

寺で行われた｡昭和2年､商学部

し上げます｡ ました｡謹んでご冥福をお祈り申

秋元秀雄氏が相次いで亡くなられ c第二代会長だった読売新聞OB･

たTBSOB･渡辺宏氏と､SM

マスコ‑クラブ) の初代会長だっ

ナリストクラブ) とSMC (接合

け早‑お納め‑ださい｡ 会費は40 円です｡できるだ
M Cの血異siC(嬰B.ジャー

波辺宏氏(わたなべ･ひろし‑

喜

SMCの初代と2代目会長死去

E∋a‑Ki≡a一㊥S呈keつIad8｣p

〟借金生活〟となっています｡年

68‑09360

8‑0927 (宣研)､015

納入方法は､同封の用紙による

す｡ (副会長･木村 式)

が､改めて参加者の相談にのりま

トランプ､手袋などが必需品です

申し込みは木村武 03‑5 6

鎌倉市の常楽 告別式は28日､ 死去､78歳｡ 心不全のため 良)3月23日､ 元TBS副社

た｡

びかけ､M Cの基礎固めを行っ

に､明大マスコ‑会との合併を呼 の月例会の開催を呼びかけると共

クラブ会見の拡大や､勉強のため

月､SMC副会長から会長に就任｡ スターなどを沸めた｡平成6年5

｢簡報デスクTODAYL のキャ

に｡NTVの解説蛮風､TBSの

卒｡琵売新聞記者を経て評論家 で行われた｡昭和25年､商学部 港区の日本聖公会聖アンテレ教会

を務めた｡ たSMCと合わせ6期1 2年､会長

し､広告業界なども含めて改組し

秋元秀雄氏(あきもと･ひでお‑

明治大学マスコ･､ クラブ

【口座名糞】

･三井住友銀行神田支店

･みずほ銀行神田支店

･UFJ銀行神田支店

木元間男(きもと･ひさお)
普通預金 140569

8日､東京･

歳｡告別式は ため死去､75 日､心不全の 論家) 4月4

政治･経済評

普通預金 360628

普通預金 972595

にお願い致します｡

82) へ｡

銀行振り込みの場合は次の口座

事務局(℡os,3296･40

明治大学マスコ､, クラブ(M C)

問い合わせは明治大学広報部内 振り込みのいずれでも結鱗です｡ 郵便振替､または現金書留､銀行

