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触鱒二ユ_ス闇
1月2 9日(木)リバティタワーで

魯①①也舘駈雌⑥饗

-00-年のMMc　(明治大学

マスコ-クラブ)総会と新年懇親会が､1月29日午後6時から､母校リハティタワー23階､サロン
｢紫紺｣　で開催される｡

総会では､2003年に行われ

たMMc全体での活動や､分科会の活動状況､会計報告などと､新しい年度での活動方針､事業計画

と予算案の審議を行うことにしている｡また､今年度は役員の改選期なので､MMcの活動を一周活性化するため､理事に若手会皿を推勝することや､それを実現するための規約改正案も提案する｡

今回は､総会終了後に久しぶり

にゲストスピーカーを迎えて記念講演を行う予定で､新年会にふさ

わしいゲスト候補を担当役員が交渉中だ｡講演終了後は､会場を隣接のサロン　｢燦｣　に移して懇親会か開かれる｡公理は---0円､年会鎖(---0日)未納の方は当日ご納入-ださい｡

◇

200-年の新年総会と懇親会

の内容など検討､-003年のM

MCの活動結果などを報告する役員会が日月5日､関係役員12人が出席して母校･大学会館6階会談室で開かれた｡

まず､各分科会の担当埋草から
活動状況の報告が行われ､マスコ-志望の現役掌星を対象としたセ-ナIは､今年度もほほ予定通りに開かれて参加者も多-､喜はれていること､識者に講演をお願いしている　〝月例会〟　は､講師の日程との斬り合いがつかず､開催が難航した｡夏期恒例の高士登山は､予定日かいずれも悪天候となったため､今年は断念したが来年は是非実施する計画であること'密と秋の親善ゴルフはいずれも賑やかに実施され､来年も引き続き開催する引両であること､:)借TパlTィ-

も好評のビンゴを合めて開催すること-などが報告された｡

新年度の活動方針については､

目賀田理事長を中心に総会までにまとめることとし､とくに月例会を魅力あるものとするため､講師の選択を工夫することや､現役挙止たちか参加できる方範などを検討することにした｡また､会の運営を円滑に進めるためへ年会償未納の会員へ､会競納入を呼びかけることなども決めた｡

役員改選については､一部を除

いて再任することと､会の活性化のため若手理事を6､-人選任することになり､規約上は15人以内となっている理事を増員するための規約改正案を総会に諮ることになった｡

今年もあと僅かになりましたが

皆様にはどんな年だったでしょうか｡イラク紛争はサダム･フセイン体制が倒れたとはいえ､未だ混乱の中にあり､民性の安定の目途さえたっていません｡国内では､

学を目指しています｡私立大学も安閑としておられません｡少子化による受験生の減少が加速しています｡又郁科学省は十八歳人口が二〇〇三年は百四十六万人と､一九九二年の七割にとどまったと言っています｡二〇〇九年には十八歳

とは､大掌の就職活動の一助にと夏休み前から始めた　｢マスコミ就職セミナー｣　でした｡七月の全体セミナーに始まりへ　放送､アナウンサー､広告､新聞､出版､制作セ､､､ナーと､十二月まで七同にわたって開催しました｡

前後の学生諸君が参加し､会場は今までにな-熱気と真剣さに包まれていました｡

講師には､マスコ-業界の第一

線で鋤くMMC会員が､多忙な時間を割いて参加しました｡学生たちは､各業界がどんな人材を求め

大学の就職活動の一助に

軌道に乗ったMMc活動

MMC会長

河合　公八郎

拉致問題の進展はな-､景気回複､雇用問題､年金制度のあり方など問題山積です｡

国立大学は､来春の法人化に向

けて各大学とも意識改革を訴え､地方大学は統合と共に鈍色ある大

人口が百二十一万人と予測されるため､数字の上では｢大学全入時代｣　に突入し､学生の争辞職が激化するのは目に見えています｡

こうした大学環境の中にあって
MMcとして大学に対して何が出来るのか｡具体的にやって来たこ

ここ数年､マスコ､､､業界に入っ

てくる後輩たちが少ないという声があります｡マスコ､､､業界を受ける学生も少ないし､受かる学生も少ないというものでした｡しかし､今年もまた｢マスコミ就職セミナー｣は､それぞれのセ-ナ-に二百人

ているのか､先諏たちがどのような仕事をしているのか､牛の声を聞き､楯岡をして大いに自信をつけたことと思います｡

この企画を推進開催していただ

いた幹事と講師の皆さん､就職単葉部､広報部の皆さんに紙面を僧

りて御礼申し上げます｡

会鼠相互の研銘と親睦を深める

ため､これまで月例会､博士登山､ゴルフ会などを行ってきましたが､月例会は今年､ゲストとの日程調整がつかず開催できませんでした｡来年はぜひ開催した-､企画中です｡富士登山は､今年は天候不順のため賢住着の判断で中止といたしました｡ゴルフ会は暮秋とも好天に疎まれ開催しました｡
いずれにしましても財政的なこ

ともあり､あまり多くのことは出来ませんが､これまでやってきたことを､改善発展させたいと思います｡

新しい年が明けるとMMc総会

です｡会員全体の親睦の場は､忘年会と新年の総会です｡会員相互の雛を深めるとともに､ぜひとも出席していただきた-､お願い申し上げます｡
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延べ1800人が参加

今年度の｢就職セミナー｣

いまやMMcの主なイベント　明大草のマスコ-界で活躍して　このうち､出版セ-ナ-では､

になりつつある?　｢就職セ-ナIL　いる皆様のご協力のもと､講師　写生たちからの蹄開時間をたっぷは､今年も1月10日の全体セ-として5--人に出席をいただナ-に始まって､1 2月日日の捌　き､これに対して全休を合わせ作プロダクションセ-ナーまで､て約-8-0人を超える(緋職実に7回実施されました｡　　　課調べ)　助役写生が出席してく

毎回､MMc会員を中心に'　れました｡

り取るなど､今宿の客セ-チ-は､それぞれ趣向を凝らした内容となっ

ていました｡

各セ-ナ-にご協力原きました

MMC会員の皆様､明大oBの皆様に感謝と御礼を申し上げます｡200-年の就職セミナーは､さらなる趣向と共に'大学側への要望を出しなから､内容を一層充実したものにできれば､と思っています｡皆様のこ協力のほど､よろし-お願い申し上げます｡

(就職セミナー担当幹事､

MMC幹事長･柳沢克行)

HLS.I E A
突然?　の幹事長職を受けて､

ここ数年､幹事長という亜黄を担

マスコミ講座開設を
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内田　正彦
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｢広告セミナー｣ iこは6人の請節が次々と教壇に

｢出版セ-ナIL　が開鶴された
日月13日､会場となったリハティホールは---人の写生で増まった｡期待と緊股が高まる中､日算冊理事長によるマスコ-界への硫極的な参加呼びかけのあいさつを皮切りに､講師輔と学生による熱気あふれるセ､､､ナーが始まった｡

扶桑社･用中辛氏　(半坂光年文

隼)　は､出版社に入社したいために大字を5年かけて草葉､その後-年の回り道を経て現有の職にたどり着いたと､出版社に贈ける"途な思いを鎮-語られた｡小字館･浜本邦夫氏　(平成-隼文牢)　は
｢編集者はプロデューサーである｣

という編集の仕組みを分かりやす-解説､文芸春秋･角谷密生氏
(宮城-年政経坐)　は､出版にお

ける営業の役割と重要グーを力説された｡さらに､光文社･米稚仁次氏(昭和63年続雄幸)　は､一フラノ

ンユ｣　の中吊り広告を分析し､自分の鮨集への関わりを解脱された｡
このあと､各社における来年度

の求人硝報が紹介され､質疑応答と各社をプロソクとした対面でのやりとりの後､-時間におよぷセ-ナ1は終了した｡

今岡のセ-ナーを通じて感じた

ことは､マスコ-への人材を脅て

るためには､大学による｢マスコ
･､､公開講座｣　の開設か急務だとい

うことである｡出版の場合の講座としては①業界の現状②編薬と編集者③本の流通④出版社にとっての営業､といった最低-コマは必要であろうし､最後のコマHは
｢入社試験セ-ナILとして完結

させたい｡

業界の今後を押う人材確保･育
成のために､放送'新聞､広告､制作プロなどマスコ-全体を視野に入れた掘鹿の提案を､鵠極的に大字に働きかけていく時期がきたと思う｡(小学館スクウェア社長･昭和43年文卒)

当させていただきましたが､この度幹部長職を解かれることになりました｡

幹事長という職を担当させて頂

きましたこの期間､MMCも色々変化し､さらなる充実したOBの会となったと思っています｡特に大字就職課との就職セ-ナーのイベントには､多数のMMC会員の皆様をはじめ､明大率のマスコ･､､界の皆様には､ご多用の中お時間を捌いて聯きましたことに深く感謝と御礼を申し上げます｡
次期幹事長の河田偵介氏は私よ

りも年齢は若いのですが､広告､出版など嬬広い絃験をお持ちですので､私以上に索鵬らしい捌きをされるかと存じますので､皆様のご協力のほと､よろしくお願い申し上げます｡

最後に皆様にお願いです｡幹班

長だけでMMCの活動が動-わけはありません｡辞儀のさらなるご協力がなければ､良い会にならないと思います｡よろしくお願い申し上げます｡

本当に知い間でしたが､幹事長

職を舘験させて明きましたことを感謝申し上げます｡

醗題韓撥捕獲6-疏
日月-日の役員会で､来年度の　｢MMc会期｣の細則-条-頃で

MMc活動の清聴化を図るため､　｢理事は15人以内｣となっており､活動的な若手を中小に即事を増員　すでに定員数の即事が就什していすることになり､次の7氏を新劇　ることか､づ､この頃日を｢即事は座に､また藍在役も抑鼠すること　必要な数とする｣といった改正がとして候補者がそれぞれ離礁され　必婁であるとして､細則故山案にた｡たた､斑事の相良については　ついて総会に諮ったう.えへ=式に

新理事に就任しても･?つことなどを決めた｡
【新理事候補】　阿郎江粒子へケ

インズ取締役)　▽猟野慎吾(ーWD･トンプソンOB)▽内田高彦
(小字館スクェア)　▽香川東洋男(雁緒新聞経済駆OB)　▽沢用晋

介(へイツOB)　▽須藤安∴　(NHKOB)　▽利用幅郎(I&SBBOO純度)
【新監査役候補】　山川英一郎

(テレビ靭〓)
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先口､ホームカミングデーでの

読売新聞社運動部･山岸均デスクの講演で､プロ野球コミッショナー事務局長の長谷川一雄さんが明治大学出身だと知って解いた｡読売の運動部時代から長い交友がありながら､初耳だったからだ｡

ことばとさように､スポーツ記

者は出身校をあまり語らない｡襟
一蹴､実力社会の世界が取材対象だけに､鮎頭部なのだろ

んががんばっている｡サンケイスポーツにも頼もしい校友がずらりと顔をそろえている｡まず､名物記者として鳴らした現営業推進の国見英男さん､野球由録の渡辺孝敏さん､アマ野球担jTの大塚助さんへ　後藤茂樹さんも第一線の野球記者だ｡さらに長嶋番として知られる現夕刊フジの石橋一突きんなど､うれしいほど明大パワーに満

ち満ちている｡

MMc恒例の忘年パーティーが

12月8日､絡〆高輪の漸高輪プリンスホテル国際餓パ--ルで､岡野加能翻名誉教授､堀成美ホリプロ取締役ファウンダーら会員約70人と'来春マスコ-界入りが画定している写生10人が参加して賑やかに開かれた｡

今年は趣向を変えて､おしゃれ

なホテルでクリスマスも惹殺した　れに寿司へ　刺し身へ焼き-_?､碕揚料斑を中小に､大いに食べ､飲も　げや蕎麦などの和食もあって､写うということで､用意された洋風　色たちは二コニコ｡料動が1 4種とデザートが-都｡そ　　岡郵名沓教授のあいさつや､夫

英勲章を授与された堀氏のスピーチなどもあり､さらに京都在住の会員で油水塊の竹困浴氏提供のすぼらしい京燐などが当たる福引も行われ､会場は一段と盛り上がった｡最後は参加者仝Hが盾を組み合って♪ロー(な～びく～　と､校歌を大合唱して､来年の再会を糾し合った｡

うか｡そんな思いを巡らせながら､わが足元のスポーツ新聞界を調べてみたら､居るは､居るは､あの人もこの人も明治､明治､まさにお-おー明治oBが綺羅尾のごと-居並んでいる｡

まずトップに君臨する､

スポーツニッポン新聞社の口根邦男社長と報知新聞社の穿原道夫社長の二人か､堂々の明治大学出身者だ｡スポ二チには､柴田幸常務や大隈潔取締役などわがOBの役員のもと､編集に落合紳戒局次長､華薬局には荒川和夫局長など校友かリーダーシップを執っている｡天

スポーツ紙支える明大人

限さんは水泳部で東京五輪代表選手､溶合さんは野球部のマネージャー｡うってつけの人材だ｡厳知でも運動第一部長の出田収さん､編集委員の大畠幸久さん'人間伸輔部デスクの山田隆さんなとが中核を担っている｡各氏に続く中竪'若手の校友も目白押しだ｡

中日スポーツには､ご存じわれ

らがMMcでおなじみの宮脇沙さんや､報道部デスクの谷野件郎さ

-003年は､同胞星

野仙一が気を吐いた阪神フィーハーで勝り上がったデイリースポーツでも､当然ながら明治は勢いがある｡報道副部長の衛地順一さん､同駒員の大畠
一郎さん､大加声康一さんなどが紙面づくりで蹴動すれば､これを支えた広告部良の今出火さんも校友である｡

日刊スポーツの例で見

てみても､明治大字の出身者は31人｡全社員の1割になんなんとする効力だった｡明治大字マスコ-人脈は､間違いな-スポーツ紙の原動力になっている｡灯台下暗し､びっくりしながらも､しんわ

来春の新人輯兄姉の紹介

りとうれしさがこみ上げてきた｡
｢明治出身蒋というのは､あま

り縦のつながりを感じていないし､グループもつくらない｡だから2.i外と知らない同士になっている｣
(報知新聞･山川収さん)｡まさに

同感だ｡それだけに､MMcの仲間として大いに歓迎したい｡待ってます!　(日刊スポーツ新聞社企画事業本部長･斉藤柳光)

まずは開会の辞に耳を傾けて
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天候は､科学技術がいかに進歩

しようとも､人間が支配できない聖域です｡天候は､景気や人間心理をも支配し､世界経済から日常の営みに多大な影縛を与えます｡

案山は､生死にかかわることが

多いスポーツのため､山に入って雲や風の流れで天気を予測する観天望気が妹本となります｡

恒例の笛士登山は､七月十九日

(十)､同二子六日　(上)　も梅雨明
けならず､中止｡今年の梅雨は､八月に入っても束の間の鳴れか数日あっただけ｡旧盆をはさんだ､異常な長梅雨でした｡

屁外スポーツの野球'ゴルフ､

サッカーなど術に球技は､悪天候

でも決行されるか､懇親が目的のゴルフコンペなどは､観天望気を取り入れ､悪天候の場合は中止する勇気も必要だと思うのです｡
二〇〇二年は､イラク戦争､デ

フレ不況など､政治経済は長構雨に象徴されるようにメリハリがな

く､区切りのない一年でした｡二〇〇四年は､梅雨明け宣言ができるようなメリハリのきいた年にして､第四同母士登山を観天望気で実行したいと思います｡

(副会長･木村　武)

認経基醸駿導英国演劇支援などの功績

闘騒醗醗聾⑥轡
恒例MMCゴルフコンペ
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河合会長から優勝カンプを受ける阿部氏

五組申し込み済み初参加者大歓迎です｡ご連絡-ださい｡

(090･2247･lL21　幹事･桟まで)

MMc顧問でホリプロ取締役ファ

ウンダーの堀戚夫氏に､英国王リザヘス二世陛卜から　｢名驚天英嫌
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名益大笑餓革CBEを受けて､夫人と共に駐日英大使
スチープ･ゴマソール卸と歓故する堀氏

率cBE(コマンダー･ブリティッシュ･エンペラー)｣　が贈られ'九月二十四日､英国大使館で駐日天使のスチーブン･ゴマソール卿から伝達されました｡

拙さんが長年にわたり､英国の

ハ-ヒカン･シアター､ナショナル･シアター､ロイヤル･シェイクスピア･カンパニー､アルメイダ･シアターなどでの英国演劇公演を支援してきたこと｡レイフ･ファインズ主演のアルメイダ･シアターの　｢コリオレーナス｣　｢リチャード二世｣　の東京公演での成果のほか､最近ではナショナル･シアターでの蛭川幸雄演出｢ぺリグリーズ｣公演の成功､"〇〇四年から円年連続でロイヤル･シェイクスピア･カンパニーの日本公演の計画を進めるなど､日英間の文化協力に尽-していることが高く評価されたものです｡

今田は上月三十日　(木)千葉県

の平川カントリークラブにて開催された｡四組十-名'鎌倉氏(昭和四十一年卒)が初拙場､また久々に米澤氏(脇和六十年率)　の参加もあり賑やかに行われた｡当初､若手日本テレビ営業の茂木氏も初参加の予定であったが､諸般の事偶により残念ながら不参加となってしまった｡

成織は阿部氏が優勝し'二進覇

を狙った木村氏はブービー賞に終わった｡当日は秋晴れの絶好のゴルフ口和に恵まれ､いつもながらの楽し-和気あいあいのコンペとなった｡
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04観桜コンペ

日　時　三月三上‖　(火)コース　相模ガンツリー倶楽部

MMC秋季ゴルフ

コンペ成績表

MMcの話動を支える
会費の納入お願いします

会員の皆さん､会の円滑な通常

のを進めるため'会端の納入をお願い致します｡皆さんのご協力のおかけで､ようや-黒字決算になっておりますが､まだ借入金が者十残っており､活発な活動のためにも資金は欠かせません｡こ副解へ

ご筋力をお朗い致します｡年会質は4000日です｡できるだけ年-お納め-たさい｡

約人方法は､同封の用紙による

郵便振替　(--1---4-76-63-　切結大学マスコ-クラブ)､または現金正樹､銀行振り

込みのいずれでも緒轍です｡問い合わせは明治大学広報部内　明治大学マスコ-クラブ　(MMc)郵務局(--･-296･-082)へ｡

銀行振り込みの場合は次の口座

にお願い致します｡

◇

･みずほ銀行お茶の水支店

普通預金　1-9-508
【〓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)


