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髄鱒二ユ_ス闇
｢謙銚蛾置剛合成を戴伍

長…‡　…‥.言霊…靖』

2003年総会　断割会長と斯3駐蹄も

C　(明治大学マスコミクラブ)

親会が1月29日､敏枝リバティタワー23階のサロン　｢紫紺｣で､会員とマスコミ新人合わせて約50人と､大学側役教職員らが参加して開かれた｡総会では､健康上の理由から辞任を申し出ていた木元尚男会長に代わり､NTVOBの河合公八郎副会長を新会長とすることや､新任の副会長､理事を満場
一致で決めたあと､新年懇親会に入り､懇親のひとときを過

ごした｡

総会はNHKの森下和裁アナウ　はないか｡私事だが､体調をくず

シザーの司会で開かれ､まず木元　して入院し､手術を受けたが､幸会長が　｢21世紀に入ってからひど　い悪質なものでな-､ほっとしてい年が続いているが､こんな時こ　いる｡しかし､以前から申し出てそマスコ､､､の真価が問われるので　いたように本日で会長を辞任する

たが､今年は早めに講師を決めて､楽しい催しにしていきたい｡親睦ゴルフ会は､春秋2回開催しており､参加袴聖者は､早めに押当理事に連絡をお願いしたい｡さらに､今年の夏も木村副会長を中心に家族連れで参加できる富士登山を計画している｣などと､2002年の活動状況の報薯と2003年の活動方針などを説明した｡

榛郁太郎副理事長･会計担当の
会計報告(別表参照)　の後､木村武副会長が　｢新会長に河合公八郎副会長､新副会長に兵頭福蛾理事

(NHK営団大手町センター長)､
新理事に鎌倉精一氏(キーストン･広告マーケティング研究所コンサルタント)　と関根均氏(NHK労務担当部長)､柳沢克行氏　(NTTアド媒体局課長)　の各氏を推鵬したい｣と捷察し､満場一致で承認され'総会を終了した｡

引き続いて､木村アナウンサー

の司会で新年懇親会が開かれ､河合新会長が　｢明大ジャーナリストクラブの創立から､薮台マスコ-クラブ　(SMC)､明大マスコミクラブ　(MMC)　へと参画してきたが､木元前会長同様､ご支援をお願いしたい｡世の中､暗い話はかりで､しかも北朝鮮､イラク問題などどうなるかわからないが､せめてMMCの会は明る-やって懇親を深めていきたい｣とあいさつ｡

母校を代表して石川籍広報部長

が｢MMCの皆さんに､マスつ､､､セミナーをボランティアでやっていただいていることに改めてお礼を申し上げたい｡大学は2004重度から霜大の募集を停止し､新たに僧報コ-ユニケーション学部を新設するほか､ビジネススクールやロースクールの開設､大学院跡地に建設中の校舎には生涯学習のアカデ-ーが作られる｡また､2部がなくなり､昼夜開講制となる｡さらに2006年には和泉校舎に斯学棟が建設される｡MMCの皆さんには､今後ともご支援､ご協力をお願いしたい｣　と述べた｡

兵頭副会長の発声で乾杯をして
恕親の宴に入り､席上新人の決憩表明などが行われているうちに､たちまち時間が過ぎ､恒例の校歌

｢お､お､明治～｣　の大合唱で､
にぎやかに懇親会を終えた｡

退任のあいさつをする木元債男前会長

が､皆さんのお陰で大過なかったことを感謝したい｣とあいさつ｡

続いて日賀田武
蔵理事長が｢昨年は､夏から年末にかけて後進のための就職セ-ナ1を開催し､厳しい雇用相勢を反映してか､縞年より多くの学生諸君がまじめに受講して-れた｡また恒例行事として開催している月例会は､講師の日程調整に難航して､2回しか開-こと出し米なかっ

2002年度会計報告
(2002年1月1日～12月31日)
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｢月例会｣　活性化に工夫

役員会で活動の具体化など検討

今年の活動計画の具体化と｢M

MCニュース｣　の編成会議を兼ねた役員会が､河合会長らが出席して3月6日､大学会鑑会議室で開かれた｡

活動計画としては､sMC(駿

台マスコ-クラブ=MMCの前身)から続けられてきた｢月例会｣を如何に活発化するかについて討議された｡その結果①｢月例会｣　の名称を｢MMCセミナー｣と改め､布佼生も参加できるようにする②ゲストスピーカーの人選について

もさらに工夫する③パネルディスカッションを取り入れることも検討する-などを決めた｡

また､会員の交流を活発にする

ため　｢ゴルフ会-春と秋に開催｣や｢笛士登用=7月中旬を企画｣のほかに､大学施設の見学会や日-リングリストの充実を図るなどを行う｡

このほか①大字当局との交流を
充実させ､MMCとして意見･要敦を具申する②MMC財政を健全化するため､会見各位への公理納

人を要請する③｢MMC-ニース｣に会員の原稿を掲載する-なとを決めた｡

大学就職鞠との共闘藁として､
在校坐に対する　｢マスコ-就職セ-ナILを行っているが､昨年は1800人の参加があり､写生たちの関心も年々高まっている｡昨年は､それまでの　｢マスコ-全休セ-ナIL　や　｢放送セミナー｣

｢アナウンサーセミナー｣　｢新聞
セ-ナIL｢出版セ-ナIL｢広告セ-ナIL　に加え､｢プロタグショ

ンセ-ナILを実施した｡ほかにもマスコミ側通のセミナー企画があれば､役員･幹事に連絡をお願いしたい｡具体化に向けて検討してい-｡この事業をさらに充実させるよう､会員各位の一層の協力＼＼

を求めることにした｡

昨年の実鮒を踏まえながら､さ

らに活発にMMC活動を推進する々えなので､会員諸兄姉のご理解とご腕力をお願いしたい｡
(MMC理暮長　日賀田　武蔵)

(　　　役員宅幹事
1月29日の総会で再任と新任を

承認された役員は次の通り｡[会　長]　河合公八郎(NTVOB)[副会長]　諸根璃忠　(ラジオ福鶴顧問)　▽木村武(貴所常務取締役)▽兵頭福趨(NHK学問大手町センター長)[顧　問]　吉川英司(テレビ新広

烏取締役顧問)　▽林正巳(十勝毎日新聞会長)　▽坂本哲郎(岡山放送顧問)　▽長井肇(日中ビデオ社長)▽堀威大(ホリプロ取締役ファウンダー)　▽竹内貞夫(フンテレヒOB)　▽一]同本申請　(共同通信oB)　▽中森久之(ABCゴルフ倶楽部社長)　▽大森豊▽波都督寛
(読売新聞OB)　▽岡野加槌留(明

MMC,明治大学マスコ-クラ

ブの前身､酸台ジャーナリストクラブの創･qか､Sl一十年がたちました｡この間､名称をsMC･酸台マスコミクラブに改称､また2000年には明大峨都会マスコミ郎

百聞
｣1

会の　｢明大マスコ-会｣と合併して今日に至っています｡組織の強化のために､マスコ-界に働き､あるいは働いてきたOBが一つにまとまることが出来た恕淡は大きかったと言わざるを得ません｡そうした会見各位の力を籍集して'

2003年も積極的な活動を展開してい-所存です｡

MMC活動の一つの席として､

今年も就職セ-チ-に合力投球をします｡MMCとして､大学に何ができるのかを考えつつ始めたマスコ-就職セ-ナーです｡既に広報部､就職課と通鶏を蛍にして託

04年度を目途に　｢情報コ-ユニケーション宇部｣　の新設塑偏を進めています｡こうした動きと合わせて､今年の就職セミナーは是非とも成功させたいと思います｡

次に､これまで会員の勉強会と

して開催してきた　｢月例会｣　ですが､財政雑､出席率があまりよ-

会員にとって最も大切な親睦活

動は､総会後の新年感激会と､暮れの忘年会とがあり､会員同士が腹を判って託が出来る甥です｡特に忘年会はいろいろと仕掛けがあり､楽しい会ですので､末だ参加していない方は是非とも参加して頂きたいと思います｡参加若が多

圏開園功圏圏憫閣随圏

会長　河合　公八郎

し合いに入っており､各セミナーの担当もほぼ決まりました｡それぞれの職域で働いておられる会員各位におかれましては､担当著からセ-ナー協力の依頼があると思いますので､ご協力をお願いいたします｡

ご存じのように､大字では20

ない点など諸般の事柄を検討した結果､年2回以上の開催とし､会の名称も｢MMCセ-ナILとさせていただきます｡また､参加資樅も会員のほかへ大字OB､単色にも原則開放します｡ゲストを含め､充実したMMCセ､､､ナ1にすべ-､企画を而榔築しています｡

ければ多いほと､有忠義で面白い合画が出来る､とは担当者の弁です｡

恒例の春秋のゴルフ会､夏の常

士球面はもちろん開催いたします｡この他､趣味を吐かしたグループ活動､例えば囲碁､将棋や俳句､短歌など何でもいいのですがへ4､

5人から始めるのも良いと思います｡各位からの能楽をお待ちしています｡

また柄級の共有､伝道について

も今年初め､パソコンによるメーリングリストを極楽しました｡便利な点かある一方で過剰な個轍が流れて-ることもあろうかと思いますが､現段階では各位で惰轍の箭瑚処理を行っていただきたいと思います｡

以上､今年のMMC活動につい

て申し上げましたが､MMCをより一層油硫化するためには､会員各位の参加忠誠をお願いするほかはありません｡また､単位たちが1人でも多くマスコ-界に飛び込んで来て-れるよう協力支援することが､MMCの一つの役割であろうと思っています｡
｢明治ですからI L　を口ずさみ

ながら､今年も楽し-MMCを鵬り上げましょう｡

治大学名祥教授)　▽大天野耕作
(明治大学教授)

[理事長]　目賀田武蔵(テレビ朝日OB)[副理事長]　中谷純行(毎日･パレスサイトヒル)　▽検椰大部[理　事]　小沼俊男(NHK放送研修センター)　▽大品性一(硫練新聞OB)▽駒形正明　(テレビ新潟放送網業務部長)　▽岸田前任司
(NHKアナウンサー)　▽阿細別

已(NT>財田担新局長)　▽木村隆(TBS報道広報担当制長)　▽千田正穏(ホリプロ･アナウンサー)▽斎藤柳光　(日刊スポーツ事業本部長)　▽中根怒(ホリプロ執行役良)　▽宮本恭一(TBSラジオ局良)　▽大串英明(産経新聞編集部良)　▽松永二二男(NTVアナウンス郁次長)　▽鎌倉榔一(キーストン,広告マーケティング研究所コンサルタント)　▽関根均(NHK労務担当部長)　▽柳沢克行(NTTアド媒体罵課長)[監査役]　大的敏勝　(IpA社良)《幹事グループ》[幹事長]　柳沢克行[副幹事長]　東條寅雄(博報堂プロス)　▽和Ⅲ哲郎(I&S/BBDO部長)[幹　事]　中野良彦(フジテレビ事業局)▽吉田蒸返(ニッポン放送)▽門田誠　(日経cNBC)　▽服部英樹(日本経済新聞)　▽山浦美千千(朝日新聞広星口局)　▽阿部江伸千(ケインズ専務)　▽根調宏　(NTV総務局)　▽両川英一郎(テレビ朝日映画部)▽岩崎貴子(フリーアナウンサー)　▽栗木俊行(毎口新聞広告局)　▽晒村桂(ブロードワークス)

輔､清和自転南宜欄証,
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｢明治らしさ｣で
新たな挑戦へ-

電通･戸鴫　健人

｢明治らしさ｣･･･｢個｣　で社会に
挑んで行きたいと思います｡

最後にMMCの先雅の皆様､今

後も色々な接点があるかと思いますが､その際はぜひ誇り高さ明治大字の先述として､ご経常､ご鞭

｢権利自由｣｢紐立自治｣の滞神　撞､ご助言を頂ければ幸いです｡
のト､明治大学で学んだ熱さ明治　どうぞよろし-お願い致します｡魂を胸に､今まさに私の新しい挑戦が始まろうとしています｡

私は4年間､誇り高さ明治大学

心強い先輩見習い追い越したい

現在､いよいよ､夢だった職業

に就-にあたり､脅びと不安が半々といったところです｡そんな折に､皆様のようなパワーのある､素晴らしい先輩方とお会いできたことは､本当に心強いです｡これからは､妃並方を見溜いつつ､諏び､やがて追い越すぐらいの気持ちを持って､頑張っていきたいと思います｡

今後とも､よろし-お願いいた

します｡

してアルハイトとして3月から使って頂いています｡会社の先並たちから叱られることが多々あります｡厳しさの中に温かさを感じる毎日です｡

入社は4月1日です｡火の国熊

本で魂燃やして頑張ります｡これからもご描鴻よろし-お願いします｡(3月19日,.i)

◇

(テレビ局に入社するために全
図を飛び回り､20社以上を受験して熊本朝日放送のアナウンサーになった)

応接間に所屈し､常に明治大掌のー

操諾鴇認諾｢占スポー群謹保

夢pa r12〃

にこだわってきた華が｢明治らし　　先日は､総会､新停会と参加ささ｣という事です｡　　　　　　せて頂きまして､誠にありがとう

4年間という短い時間の中で､　ございました｡

火の国で気合いを入れて頑撮るぞ熊本朝日放送･土屋

潤
揖

く人目指したい
TBS･高畑　百合子L

私達は明治大学というフィールドで､それぞれの大学星油を送ります｡分野は違っても､成功､失敗の繰り返しや､その一瞬を
一生懸命やり遂

げることで得る
一つの自信､価

値観は､それぞれの大きな財産で､｢明治らしさ｣　に通じると私は思います｡

もちろん､不

安は沢両ありますが､それ以上の期待を持って

2003年MM C新年媛親会に参加した薪人たち

先日､大学から卒業式の案内を
頂き､群から社会人-帝位になることが確定しました｡気合を入れて頑張ります｡

現在は､熊本朝口放送にお願い

幼いころ､アナウンサーという

職業に憧れを抱き､高校の時それが目標に変わり､昨年､内定を頂いてそれが現実となりました｡

夢が叶ったいま､新し-芽捉え

た私の　｢夢｣は､｢夢を待ちつづけること｣です｡手が届かない､

獲書棚:鼠を国教MEm霊囲Ef蛎純絹〇日事案=案OE.i賭議案書音 胴JI^Y〈二二二二豊里ニiLここ蓋呈LSl 

名称 �#��)D�7��#���D�7��
実施日i参加人数i実施日 劍�����ﾉ�B�

全体セミナー 度ﾈ��y?｢�140 度ﾈ���?｢�200 

10月10日 �#S��10月10日 宝�s��

10月16日 ��C��10月11日 鼎#��

広告セミナー ���ﾈ��y?｢�420 ���ﾈ�#i?｢�260 

新聞セミナー ��(ﾈ紵?｢�230 ��(ﾈ褫y?｢�150 

出版セミナー ��(ﾈ���?｢�360 ��(ﾈ��I?｢�460 

12月1滴 �#�r� 

合計 ��縱C��合計11.600 

だからこそキラキラしている夢｡そんな夢をずっと待ちつづげ､い

つも追いつづけて､アナウンサーという職業を媒体に､私自身が郷さを放てるような人間になりたいと思っています｡

メーリングリスト

作成にご協力ください

免の総会でも紹介しましたが､

｢MMCメーリングリスト｣　を作
成中です｡MMCをはじめ､大学に関する楠報などを､いち早-お伝えすることが出来ますし､会員同上のメール交換､MMC活動へのご意見をお寄せいただくなど､いろいろな利用が可能だと思います｡いまのところ､運用規定などは特に定めておりません｡

とりあえず､会員名簿に掲載さ
れている会員のアドレスはリストに登録しましたが､新たに登録ご希敵の方はご連絡-ださい｡メーリングリストの運用や理担会などへのご意見､ご諦観などは条理導または手記の柳沢克行班車あてご連絡-ださい｡

メールアドレス　(勤務先).

yanag】ky@つttIad8〕p

鋒笹⑨翰久雄遺留①久

昇給見送りどころか､雇用確保

が問題という厳しい庖周柄勢が就いているが､これを反映してか､今春､新聞･通信･請版･放送･広告などのマスコ-躯入りする新人は､3月19日までに本人が火箸就職課へ届け出たものを集計したところ､昨年より約40人減の120人(うち女子43人)　となっている｡主な会社への就職就職人員は次の通り　(カッコ内は女子)｡

読売新聞社4　(-)　▽朝日新聞

社2▽中日新聞社2　(I)　▽岩手日報社-▽北国新聞社-(-)　▽山陽新聞社-▽スポーツニッポン新聞社1　(-)　▽日間スポーツ新聞社-(-)　▽デイリースポーツ新聞社-▽サンケイリビング新聞礼-▽共同通信社1▽アルハイトタイムス-(-)　▽タウンニュース社-(-)　∇ぎょうせい6(3)▽技術評論社2(I)▽中央出版

2　(2)　▽ばと2▽ヘストセラーズー(-)▽医tr.+書院-▽医学教育出版社-(-)▽佼成出版社-▽財界展報新社-▽脇丈社-▽体育とスポーツ出版社-▽日経と-ピー-(-)　▽家の光臨会-▽ソフトハンク･メディア･アント･マーケティング-(-)　▽ぴあ-
(-)▽新日本法規出版-

▽H本放送脇会2　(-)　▽フジ

テレビジョン-▽東京放送-(-)▽北海道放送-(-)　▽東海テレビ放送-▽熊本朝日放送-▽ラジオ福島-(-)▽翰岡エフエム放

送-(-)▽浜松ケーブルテレビ-(-)▽エヌ･ティ･ピー映像センター2　(-)　▽テレビ東京制作-▽ニッポンクリエイティブビンヨン▽松竹-(-)　▽創芸4
(-)▽電通2▽贈廟堂2▽魔笛

社2▽リクルート2▽ジェイアール東日本企画-▽デイリースポーツ楽所広告社-▽小田急エーンェンシ1-▽東急エージェンシー-▽読売インフォメーションサービス-(-)　▽日経ピーアール-▽日本経済広告社-▽毎日広告社1▽共同ピーアール-
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1月13日-東京駅八重洲口鉄鋼
ビル前に目名集合｡車で河口湖､スハルラインを経て2300㍍の佐藤小屋に16･00到薄｡天候は､梅雨の名残の雨が激しくなり､明日の登頂が危ぶまれる｡雲上のパーティーは中止､佐藤小屋のご主人の好悪で屋内のダルマストーブを利用したハ-ヘキューに変更｡

16･00から始まったパーティー
は､薪で焼く魚､肉､野菜の美味しさとお酒に話がはずみ､21･00を過ぎた｡雨は､相変わらず激し

く屋根をたたいた｡古希を控えた堀さん日-､｢少し飲みすぎたかな｡だけど酒が美味しいよな｡なんでだろう｣｡

7月14日=2･00起床｡雨は上
がったが､視界は悪く判断に迷う｡3･50思いきって出発｡昨夜の飲み過ぎを反省しっつ､ゆっくり登る｡天候は小雨まじりで強風が吹き好転せず､寒さも激しいので､1台目の休憩で中止を決定｡広報部の中岡さんら1名は登頂を目指し､堀さんら4名が佐藤小屋へ下

山｡休力自慢の詮頂組も､雨と風に篠えて下山､山中湖の紅富士温泉で身体を癒し､1 9,20日悪者｡目黒の　｢明洞｣　で堀さんに美味しい焼き肉をご馳走になる｡

楽しいハ-へキュー衛士堂山だっ

たが､反省その1､滴とパーティーは､ほとほとに｡その2､天候は､完全な梅雨明けの快晴の日を選ぶこと｡

◇

第-回富士登山の予定日1月19
日　(土)､20円　(田)｡悪天候の場合は中止｡最新装備を整えた堀さん､河合さん､今年もぜひご参加をー

◎2003年観桜 劍8ﾈ7H檠�ﾉ��Uﾈ�ﾒ�

氏名 傀x犬�アウト �4892�グロス �6�986b�ネット 

木村武 仂ﾘ��61 鉄R�116 �3��86 

中根乗 �(犬�50 鼎b�96 ����86 

稔郁太郎 �8犬�48 鼎B�92 迭�87 

阿部剛巳 滴犬�51 鉄2�104 ��b�88 

小池英雄 店犬�53 鉄��104 ��R�89 

堀成美 塗犬�47 鉄2�100 ����90 

大西敏勝 度犬�47 鉄��98 唐�90 

8位 鉄B�51 ���R�亘 涛��

経部隆彦 祷犬�52 鉄B�106 ��R�91 

10位 鉄2�49 ���"�8 涛B�

大森豊 ��ｳ�犬�52 鼎r�99 �"�97 

千田正穫 ��(犬�74 鉄��132 �#��103 

西口宏 �$"�64 鉄2�117 ��"�105 

木元尚男 �$ﾒ�56 鉄b�112 澱�106 

ここ数年｢番の観桜ゴルフ会｣
は､名門･相模カンツリー倶楽部で行うのか恒例となった｡昨年は
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雨にたたられ.佐態小屋でのパーティー
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3月29日に行われたが､サクラが異常なほど早咲きし､かろうじて満開の花見ゴルフができた｡
ところが今年の冬は､当初､暖

冬予測であったため､27日に開催日を設定したものの､結果として開花が遅れ､コンペ当日が東京の開花日となってしまった｡しかも当の相模カンツリー倶楽部のサクラは一枝も咲いて-れなかった｡

今回は河合会長ほか14名の参加
で行われた｡天気は快晴､気温も20度を超す暖かい日和となったが､

前線が通過するとかで一日中強風が吹き荒れた｡コースでは風がアゲンストになると､ティーグラウンドにまともに立っていられないくらいで､グリーン上のポールも風に影響され､スリーパットが鏡請した｡しかし､全員がスコアを乱す巾､淡々と無欲でプレーしたダークホース･木村氏が､グロス116､ネット86と木村氏にしては好スコアで回わって､年齢差で中根氏を上田わり､待望の銀杯を手にした｡

パーティーは､飲酒運転の罰則
が厳しくなった所為か､皆さん酒の並が少なく､若干盛り上がりに欠けたがへ秋野コンペでの再会を約し､和気あいあいのうちに散会となった｡　　　(槍　郁太郎)

参加者を募集中〃‥次回秋のゴルフコンペは､10月
中旬に開催予定です｡特に若手の皆さんの参加を歓迎します｡申し込みは幹事･稔(8090-2247-1-21)　まで｡

会費の納入をお願いします

河合会長から輝く銀杯を受ける木村氏(右)

会員の皆さん､会の円滑な運

営を進めるため､会館の納入をお願い致します｡1両の会計報密のように､皆さんのご協力のおかけで､ようや-黒字決算に漕ぎつけることができました｡しかし､まだ借入金が若干残っており､活発な活動のためにも

資金は欠かせません｡ご理解､ご協力をお願い致します｡垂会艶は4000円です｡できるだけ早くお納めください｡

納入方法は､同封の用紙によ

る郵便振替､または現金凸留､銀行振り込みのいずれでも結櫛です｡問い合わせは明治大学広

報部内　明治大学マスコミクラブ　(MMC)　郵務局　(03･3296･4082)　へ｡

銀行振り込みの場合は次の口

座にお願い致します｡
･みずは銀行神田支店

普通頭金　912595

【口座名義】明治大学マスコ-クラブ

河合公八郎(かわい･きんはちろう)


