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多‑マスコミ界に入ってもらいた

いるようだが､明治から1人でも

る｡最近は就職の傾向が変わって

湖と相談してスケシュールを決め

成功しており､今年も2月に就職

‑ナIは会員の皆さんのご協力で

とを何かやっていきたい｡就職セ

ら敏告されるが､大字に役立つこ

決めた｡詣しくはH龍田糊弔長か 会を捌いて今年の運動方針などを

年金など問題も多い｡ がどうなるか｡この他､北軌範や

大統領選では､プッシュ氏の再選 過半数を超えるという｡̲ 1月の来

者クラブでの予想では､日比党が

1月には参院選が行われ､Li本記 いる｡1月も間もなく終わるが'

く､家庭の食卓にも影響か及んで フルエンザで､外食産業だけでな

いるが､国内ではニワトリのイン

年早々からニュース面を賑わせて

自衛隊が本稚派兵されることが新 まず河合公人部会長が ｢イラクへ 排修センター) の司会で始まり､

そんな中でM cは先日､役員

総会は､小網俊男理性(NHK

賑やかな懇親パーティーに移り､懐旧談などに花を咲かせた｡ 方針や規約細則の改訂案､新しい役員の承認など総会議事の後､

校の役･教職員ら約的人が出席して開かれ､ます今年度の活動

1月29日夕､母校･リバティタワー23階｢紫紺｣の間に会員や母

スコミクラブ(MC)の平成16年総会と新年懇親パーティが､

〝一望丸のある明治､元気MCにしよう"‑｡明治大学マ

規約改め役員陣を強化
204年総会 新理事ら8氏を選任

あいさつ｡ 気のあるMMcをH指そう｣と､

い｡ともか‑元気のある明治､元

したセ‑ナー毛利東校舎で閲催す

球の就職セ‑ナーを一層充実させ

I i i ‑ ‑ ､ l )＼ ヽ

ると もに､1 ‑年生を対象と

職セ‑ナ‑は､各界のOBの献身
1 6年度の活動計画としては ｢好

日貨Ⅲ武蔵政雄長が､1 5印の就

撥も師恩剛側餐電藩睡砲
婚 攫腎雫ー′l

日賀田理事長から16年度の活動方針などを聡く
行理事が幹事会の活動状況報告と

(‑面に決算謹) を行い､柳濡克

に桧郁太郎副理事長が会計報告

日) を指名したことを報告｡さら

監査役に山川英.郎氏(テレビ朝

.氏(NHKOB)ら7と､新

日舞田地餌長が､新理事に須藤安 捷楽し､満場一致で承認｡憤ちに

で､定数の項目を緻磨したい｣と

項に『̲5人』と定められているの の埋却定数は'規約細川第7条5

た｡

などを進めていきたい｣と､述べ

母校教授のマスコ‑常場への協力

資金となる会鎖納入の呼びかけや､ 参加を呼びかける｡さらに､活動 動状況の報生]や､催し等への樹恢 在の年2回から3回に増やし､活 する｡M Cニュースの発行を現

ろうと､燃えている｡皆さんのご

え､悪いものを淘汰して新しくな

としているが､膵史と伝統を踏ま

究の場の多様化で大きく変わろう

ンハIを楢赦して､新企画も検討

ホリプロ創立者の堀威夫氏らを交

には､前阪神監格の塞野伸一氏や

カデ‑アコモン』は､1月7日に 跡に建設中だったⅡ階建ての 『ア 志望がありそうだ｡一方､大学院 定員‑0 人に対し4‑ 0人の

年度開設の冊報マスコ‑学部は､

参加できるようにする｡理事のメ

渉し､会員のほか学生や教職員も

当理事を憎やし､ゲストスピーカー

る｡月例会を活性化するため､担

一般入試はい 傾向だ｡とくに新

クー試験はや 低調のようだが､

など15年度の活動結果を報告｡ 親睦ゴルフは予定通り行われた‑

士鷺山も悪天候で中止となった､

して総局開催できなかったし､甫

いさつに続いて､親戚天顧問が 当して始まり'河合会長の開会あ

二三乃氏(NTV事業部長) が担

は講師のスケジュール調整に姥航

ちか参加してくれたこと､月例会 優し､延べ約‑9 0人の写生た

ロダクションセ‑ナ1まで6回開

れぞれ述べて総会を終了した｡

木村副会長が月例会の活性化に楽

ナーを皮切りに12月1 日の卿件プ 的な協力で､7月10日の全体セミ

続いて水村武副会長が｢M c

かなパーティーを終えた｡

‑ ｣と校歌を大合唱して､和や

員か屑を組み合って ｢白雲な〜ぴ 披姥などがあり､最後に出席者全

た講師陣の紹介､新役員の抱負の 昨年のマスコミセミナーで活躍し

の陶芸家･竹内硲氏が紹介され､ 葉県浦安帝･松崎秀樹帯長､京都 大分県HEj町･本田維憲町長､千

母校の現状を報告した｡ 瑚解とご協力をお願いしたい｣と
さらに､他方から紡げつけた'

の教室ともなる｡大学は数台･研 ルやガバナンスなど専門職大学院

目的ホールを中心に､ロースクー

完工したが､1‑ 人収容の多

いさつして梶棒､懇親の宴へ｡ ぜひアップの方でいきたい｣とあ

吉山著明常務用事が｢今年のセ/
所用で逃れて躯けつけた来賓の

年だそうだが､われわれM cは

｢サル隼はアップダウンの激しい

愁親パーティーは､司会を松永

しい謡が聴ける会にしたいと､そ

(ソニー特命へイツOB) を指名､

兼務していた幹雄長に薄田憾介氏

2004年4月15日

内定が出るまでの1年間は､精神 に内定を勝ち取った学位もいます｡ の放送局を粘り強く受験し､秋口

うです｡しかし､中には5014も

ンサーは難しいと敬遠されているよ

ということですが､近年､アナウ

MMCニュース

各県の放送局を含めて毎年10人未

ない数字です｡ 慶応･東大と比較すると極端に少 満です｡この内定者数は､早稲m･

数が少ないことにあります｡一時

期は10 ‑人もの応募があった

うち内定者はNHK･民放キー局･

｢放送｣ に参加した単位数)｡その

生は､推定で毎年‑ ‑人(M

c就職セ‑チ‑｢アナウンサー｣
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の採用試験を受ける明治大学の写
アナウンサーを志望して放送局

原因は､能力ではな‑'受験者

御礼申し上げます｡今年も会員

の会員が集い'楽しいひと き

を持つことが出来ました｡障‑

コ‑クラブ) 総会には､約70人
1月のM c (明治大掌マス

鎗夢弁盤雷惣亜頭
副理事長

一

ぎようとしています｡その間にタラ

校の教室に来てから早や3年が過 われて恐る恐る実に久しぶりに母

一明大旋風巻

理

riI.̲ .̲ i

ンピック､NHKテレビ本放送第

ロ野球､大仙撲､ヘルシンキオリ

んです｡志村アナウンサーは､プ

故･冨田櫛さん､放･高木一雄さ

たとい ます｡明治魂健在です｡ 的落ち込みを振り切るのに必死たっ

卒寿のお祝いをした志村正順さん､ の名アナウンサーがいます｡先日

に盛大に竣工記念式典が行われま

デミアコモン｣が完成､3月‑日

設鶉傭計画の集大成として｢アカ

NHKには明治大学出身の3人

早いもので'柳沢前幹雄長に誘

りますようお願い申し上げます｡出会い､交漉し知を発信する舞ま｡1月の総会で承認いただ

小沼 俊男

講演会が行われてきました｡ プの仕切りで数多‑のセ‑ナ‑午

努力と､就職課との道筋プレーの

き起こそう一

事鎌倉精一一

数多‑の先進たちの手弁当での

きくしていかなければなりません｡ 体的に支援してい‑校友の輪を大

ウンサーを志す環贋をつ‑り､具

ます｡一人でも多くの後班がアナ

良の皆様にはご協力､支援を賜さしい牛続教育の拠点｣｢人々が交流､親臨を深めたいと思って

‑役員一同がんばりますので､会

さて'大学では駿河台地医の施

ンサーを生む土壌があります｡明

として存在感のある仕事をしてい 放･NHKの各局で､放送局の顔 治出身のアナウンサーは､いま民

間の人気をさらいました｡

ズ番組｢とんち教室｣などは茶の

活動積極化へ役員を充実

り｣､高木一雄さんのラジオクイ

Kのと自慢｣｢ふるさとの歌まつ

た免誠です｡宮田輝さんの ｢NH

一声(1952年) などを担当し

パスの景観は一変しました｡

ており､白雲なびく駿河台キャン

8日に役員会を開催し､今年のM た8名の埋雄､幹事を含めて‑局

M C会長 河合 公八郎

台｣などのコンセプトがあげられ

われわれマスコ‑OBとしまし

明治大学には､‑÷つしたアナウ

i.I .‥ノ

した｡｢社会に開かれた､人にや

(NHK放送研修センター)

2003年度会計報告
(収入の部)

への謝礼はテレホンカード1枚で 良さでのみ成り立っていて､講師

持ちました｡学亀のための就職セ

Mc活動方針について話し合いを

限りでは明治大学出身の社員は他 ナンハ‑ワンの会社内を見渡した 出身ですが､外資系広告代理店で

育てましょう｡

つと崩み上げ､一層楽しい域に

た次第です｡ あると聞き及んで､実に愕然とし

告代理店マッキャンエリクソンの

ても､これまで以上に会員相互の

私自身もマスコ‑界の一角で広

(2003年1月l H〜121131日)
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12月
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2.印刷織

もよ‑覚えています｡実にさびしい

3r

0人中わずか3人たっ のを今で

大学に比べて非常に少な‑､60

105.000

せいただきたいと存じます｡

ありました､ら､ご遮慮なくお寄

に対するご悪鬼'ご希望などが

ます｡また､各位からのM c

が相次ぎました｡ の活動についての都債的な苑言 からの報告に護りますが､M c

員一人一人が心掛けたいと思い 性会員を含めた組織の拡大を会

M Cに出来ることをこつこ

フ会など詳細については各担当者

‑ナ や会員研範の月例会､ゴル

毎回言われることですが､女

27,:犯0

105.000
218.187

76.720
68i350
73,117

48,011
32iO67
会
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《次年度繰越金》
廊戚大氏ほか多数｡ 彰氏▽ホリプロ取締役ファウンダー･

ジェクトXプロデューサー･今井

ンサー･福留功男氏▽NHKプロ

たします｡ふるってご参加‑ださい｡

◎明大教授･斉藤孝氏▽アナウ
(月例会担当･鎌倉精一)

り次第､メールなどでお知らせい

期待できますので､日取りが決ま

しています｡

諸君にも役立つ講演となることが
会員の皆さんはもちろん､学年

など著名な皆さんに講演をお願い うな会合にしようと､左記の方々

現役学生諸君も参加したくなるよ

を開いてきましたが､本年からは

または縁の深い方々による講演会 会｣と題して会員向けに本学oB
M Cでは､かねてから ｢月例

ふるって参加を′

月例会の準備着々

ストン･マーケティング)

に頑張ってい‑つもりです｡(キー

ものです｡

説のため､また大学の名声のため
私も今後とも体の統‑限りへ 後

天明治大学旋風を巻き起こしたい 取り組みで､マスコ‑の世界に一 治大学のことです｡何とか全学的 なっています｡あの質実剛健な明 少人数の件は大変に大きな問題に

ぜひ何とかお願いしたいと思います｡ 的バックアップは大変重要です｡ そうというときに､大学側の資金 多‑の復調をマスコミ界に送り出
昨今の就職セ‑ナーでも､この

が力を合わせて､何とか一人でも

限りでした｡

われわれマスコ‑雅雄身の先輩
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でIWトンプソンという､当時持

かねて思っていた｡

ことか抱負か｡ (元産経新聞)

広告界に人材を

196 年‑月､就職課の紹介

ドが肝心なのよ､現代は‑｡と､ の若返りを図ること｡何型もスピー 餓の在り方を見直すこと｡経営陣 けて明治は何をすべきか｡まず飢 淘汰されてしまう｡告ぎ残りに向 需要か減れば､魅力の無い大学は

暗い形を落としている｡

少子高齢化が､日本国の将来に

大学人草予定者の減少もしかり､

さしあたり､もの申す役になる

が柴たせれはと考えています｡

よろしくお願いいたします｡ ケーションを大切にしてまいります｡

もの申す役に‑

昭和的年政経卒香川東洋男

2004年4月15日
ト役として､幾は‑かのお手伝い 橘〟 としての役割に向け､サポー

今後さらにマスコ‑界への 〟かけ

〟かけ橋〟 の役に

も毎々多彩､活発化していますが､ りさせて頂きました｡M c活動

新たに理肇会メンバーに仲間入

折角の皆様とのご縁､コミュニ

昭和37年法卒須藤安三

昭和4‑年文卒猪野慎吾

どうぞよろしく
(几NHK)

‑ 新役員から≡茸
これからは仕草も大事ですか､い まであと10年(途中解約なければ)へ

卒業して27年'会社勤めも満期

MCに参加しても･やつには､よは 巌も忙しい世代｡そんな岩手にM 代､50代は現場の第一線にあって

ジャバ/代表取締役会長) だからである｡(元IWトンプソン･

次世代サポート

昭和52年政経卒和田哲郎

し､お手伝いしたいと考えた次第

ロフェッショナルに育つことを期待 な人材か､広告の世界で本当のプ 明治大学から一人でも多‑の倭黍

る｡

は､販売力と共に商売の両輪であ 中で､広告が優れているかどうか は優劣付けがたい商品か氾盤する ている｡これだけ物性的機能的に

てOB会から速のいてしまった｡ ず､私自身も0 代は仕事に追われ の参加が課題ではあったか果たせ

活性化だろう｡とはいっても､20 やるべき仕事の一つが若手会員の 番目に若い理研となった今､私が

たのか20代のころ｡当時から若手

ミ会と明大昭和会の幹華を担当し
M cの前身である明大マスコ

40代にしてOB会に複帰し､‑

編成制作局) だきたいと思います｡(テレビ朝日 広げながら､日々勉強させていた です｡明治大学のマスコミの輪を テレビを見るという時代もすぐそこ

副会長 謡根 舞患 会 長 河合公八郎

でも広告なくして経済は成り立た などと自嘲していたが､今や日本 時日本では″士蛙工輔 ･代理店〃 いうことの理論的根拠である｡当 つの親合する商品は扱わない､と であった｡同じ広告代理店がふた の重要なマーケティング･パートナー 広告会社は業者ではなく､広告主 ブ閥麓や媒体計画かされていた｡

ない｡

ング広告理論に塞いたクリエーティ

ということだけが条件だった｡ 何の制限もなく､広告をやりたい 就職した｡年齢､聴別､学部など 界最大の広告代理店の日本法人に

てすでに確立しており､マーケティ

アメリカでは'広告が実業とし

広告主は本当の広告プロを求め

昨年､M cに参加したのも､

昭和50年政経卒澤田慎介

ンタル放送も始まり'拐帯概話で 活同年目となりました｡地上波デ

″ 兵頭 福雄

デューサー)

若手に有意義に

くお願いします｡(共同テレビプロ

あまりにも少なすぎます｡ ますか､その後のOB訪問の数か セ‑チ‑で講演させていただいてい のも私はここ数年､M cの就職 持っていったはずなのに･｡という

を拝命いたしました｡何卒よろし そんな思いを胸に､この度新瑞堂 も楽界に一人でも多‑の明大生を!

ナー会場で私の名刺を20人以上が

に来社しました｡ しか就職セ‑

わが社に限らず､とにもか‑に

うかん.rはっていくつもりです｡

ラブに参加し､出席いただけるよ 若手および中堅層を是非とも当ク

いよいよこの4月でマスコ‑坐

ンOB)

若手､中堅参加を

今回監査役に就任致しました｡

です｡(ソニー社命/ヘイツジャバ

もう上司でも都下でもな‑､仲間

う｡伸し､M cに参加した.つ､

治出身の若手をM Cに誘いましょ

この春､明夫生‑人がOB訪問

昭和53年政経卒大林龍彦

人脈を作りましょう‑I

も将来の自分のために､M Cで 脈こそが人草の宝です｡忙し‑て

SB Dアカウントディレクター) ができたらと考えています｡(I&

1人でも多く‑

ちで魅力ある会にしましょうー

朋制が崩壊した今､会社以外の人

でアイデアを出し合って､自分た

‑セミナーの和泉進出のお手伝い ポートもその一環､今期はマスコ

いと考えています｡学生の進路サ

トを企画します･というか､若手

のお願い‑｡ ことで､以下'決患表明と皆様へ ど魅力ある中身が必要だ｡という

②20代､0 代の皆様へ‑終身一極

③40代以上の皆様へ 会社の明

と次世代へのサポートをしていきた

ま で きなかった地域コミ三一ティ

①若手にとって有意畿なイへン

平成6年商卒山川英一郎

(ラジオ福鶴 (NTVOB)

(NHK学園

OB)

副理事長 中谷 徳行

理 事 岸里品位司(NHK
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