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二〇〇五年MMc明治大学

マスコ-クラブ総会及び新年懇親会が1月26日､東京･神田駿河台の母校リバティタワー2 3階｢紫紺｣　で開かれた｡70人のクラブメンハー参加のも

と役員改選を行い､会長に木村武副会長の昇格､斎藤柳光理事の理事長就任を満場一致で承認､留任の澤田憤介幹事長も加えた新三役体制となった｡そして､河合公八郎前会

長と目賀田武蔵前理事長らが築き上げた躍進MMc路線を､
｢-役員1行事イベント責任

制｣　や､｢実体のある会員制度の確立｣などでさらに充実してい-ことを確認した｡

21世紀の

メディア変革のはじまり
-MMCの充実を!!

MMC会長　木村　武(64年･法卒)

二〇一一年のアナロクテレビか

らデジタルテレビへの全面変換を前に､ライブドアによるニッポン放送株の買占め､さらにソフトハンク陣営の参戦は､インターネット企業の既存メディアに対する挑戦と同時に､40年以上続いた5大ネットワーク変革の始まりか?とピソクリしている中､NHKの不祥事に対する受信料金不払いが7-万世帯に抜かるなど､テレビを巡る動きは惜しさを強めている｡もしNHKが民営化されると､民放は基盤を揺るがしかねない｡
しかし戦後00年の民主主義確立

に果たしたメディアの役割は付ものにも変えかたい｡インターネットが情報の便利屋からマスメディアに融合したとしても､言論･報道の白面と強い倫理件は不可欠であり､営業利茄より優先されなければ国民の支持を失うことになる｡

従来の四大マスメディアにイン

ターネットか参画し､デンタルテレビがパーソナルメディアに融合した的､メディアの変革が始まるのか｡広告業界もクローハル化の後､大手企業によるM&Aやグループ化の波に直面している　｡

MMcは､駿台マスコミクラブ､

明大マスコ-クラブが合併し-年､両クラブの創立以来25年目を迎えます｡今年の活動方針は､組織の充実と会員の情報交換のスピード化､面白さ･楽しさの拡大､そして変革期を迎えたマスコミ界における自己研鑑の場としてのセミナーの充実を目指します｡

諸先輩の築いた姐織を充実･発

展させるぺ-努力しますので､各種行事の参加､協力を宜し-お願いいたします｡

MMCセミナー開催決定i

牛尾　奈緒美　氏
(明治大学情報コミュニケーション学部助教授･就職委員)

S日時　2005年5月27日(令) 18:30-20　30

●受付18　30-　●セミナー/懇親会18　45一

書場所　駿河台･明治大学｢大学会館8階会議室｣

Sセミナー費: 3′000円(懇親会費含む)

くテーマ予定)

●情報コミュニケーション学部の現状と

マスコミ志望学生の動向
●マスコミ及び経営者･管理職の新常識

｢三ノェシターマネ三ノメント｣とは

総会･新年懇親会より

牢屋さんは元フジテレビのキャ

スターというマスコミ出身者｡明治大学が次代の要請でスタートさせた情報コ-ユニケ-ション学部で､マスコ-志望学星の支持を最も集めている｡

そんな新学部の現状とMMC予
備軍の現役学生の動向､そして専門研究のンェシターマネジメントなど､じっくりうかがう｡

《プロフィール》慶應義塾大学文学部仏文科卒業
後､83年フ､シテレビ入社｡｢FNNスピーク｣　｢FNNモーニングコール｣などのニュース番組のキャスターやワイドショー番組等のメイン司会を務める｡

退社後､慶鷹義塾大学大学院経
営管理研究科修士課程に進学､MBA取得後､同大学院博士課程をへて､98年､明治大学専任講師に｡短期大学､経営学部にて教鞭をとり､04年より現職｡

専門は人的資源管理､経営管理
論､並びに　｢ジェンダー･マネシメント｣　(企業経営における人事問題をジェンダーの視点から分析)｡

《著　書》
◆『ジェンダー･マネジメント』

(共著/東洋経済新報社)
◆『大学生の就職と採用』

(共著/中央経済社)　等｡
*出欠のご連絡は､ニュースに同

欝の出欠用紙と返信用封筒をこ利用の上､-月10日迄にご投函ください｡
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窮屈饗運営覇透醐銅e i
MMC理事長　斎藤　柳灘

人が変わるとすべて変わる｡い

や､正し-は｢変えた-なる｣というのか組織の常です｡しかし､私たち新三役は　｢変えることよりはまず現状の強化だ｣と考えております｡

それはMMcが誇るべき伝統の
下に幾多の先達によって築き上げられた組織であるとともに､マスメディアという割り知れない可能性を持った分野に携わる人々の集まりだという強い認識からです｡

何をなすべきか､何が求められ

ているかはメンバーの誰もが分かっています｡分かっているだけに､絶対条件になるのは　｢組織に活性化｣なのです｡

その現状を踏まえると､残念な

がら反省すべき点が少なくありません｡

①　実質会員の減少｡②　活動における共通認識の欠
如｡

③　財政の健全化｡大き-とらえてもこの3項目へ

の対応が焦眉の急となっております｡

つきましては一〇〇五年は､一

つ一つの課題に取り組んで､MMcをより有為で実体のある組織として確立していきたいと考えております｡

以下､年間の活動スケ､シュール

(別表)　をまずは充実したかたち
で運営する態勢を整えたいと思います｡そのために､役員会及び新年総会で｢-役員-行事イヘント責任担当制｣　の実施を確認いたしました｡

これについてはすでにEメール

による【MMc事務局からのお知らせ】　でも説明させていたたきましたが､全役員が何らかの行事やト忘年会より
箱根駅伝出端の明大競走部･松本棲部長と司会の松永二三男理事

(67年･文卒)
イペントの推進･運営を｢一つだけ｣責任をもって遂行していこうというものです｡

マスコ-人の宿命とも言える

｢忙しさ｣　を克服しながらもなん
とか愛する母校のためにOB組織活動を展開していこうという難易度の局いMMcの活動を維持､活性化するために考えたものです｡

ノルマなどととっていただく必

要はありません｡｢全　(役)　員でMMcを支えている｣という一丸態勢を志してのことであります｡

そうすることによって､1人で

も多-のメンハ-にたとえ一つの行事やイベントだけでも参加していただきたいのです｡そして､失礼ながら名簿上だけの幽霊的な存在から活動の輪に確実に加わっていただき実質メンハ-になってほしいという願いが込められた対応策なのであります｡

当然ながらこれにより､財政も

健全化してきます｡しかも､会の活性化はそのまま､私たちの究極の目的である母校､そしてマスコミを目指す後詣たちへより貢献となることは間違いないと確信いたします｡

また､05句MMcといたしまし
ては何らの強制もな-個人として任意でお集まりいただいているメンバーお1人お1人の立場をあらためて認識したいと考えます｡

規約第-条にも｢広-会員の親

瞳ならびに会員相互の交流･協力を図るとともに明治大学の発展に寄与することを目的とする｣とあります｡

しかしながら､現実には会員相

互の交流･協力については､ややもすれば置き去りにされ､会全体としての活動に個を捨てて参加する傾向が強かったように思います｡

個を棟梯し､まさに自主独立意

識が旺盛であるはずのMMcメンハーのあるべき姿としてはいささか偏向があったように思います｡

そこで､｢会員のメリット創出｣

という明解な方針も打ち出し､メ

ンハー相互がもっともっと情報交換しなから協力し合っていくことにいたします｡Eメールによる

【MMc情報伝言板】　のスタート
や､マスコミ人として個人情報保護法の模範となりながらメンハー同士でもっと果敢にもっと有為に交流する場をつ-っていこうと思案しております｡

われわれはあくまでボランテア

集団です｡それだけにMMcの活性も衰退も､自らの責任の中にあります｡会頼みでも人頼みでもない､この子で躍動し築き上げていく明治大学マスコミクラブにしましょう｡

是非ともお力添え願います｡

2005年MMc活動スケジュール
莱( )内は担当役員

●26日　総会･新年懇親会

●25日　観桜ゴルフコンペ(檎･阿部(剛))

●中旬　MMCニュース第11号発行(中谷･三役)

●27日(全) MMCセミナー① ｢牛尾奈緒美情報コミュニケーショ

ン学部助教授｣ (三役)

●MMCセミナー② (目賀田･鎌倉･香Iii)

●上旬　MMC就職セミナー｢全体｣ (内田･阿部(剛) ･須藤)

月　月　月　月　　　月　月

●中旬　MMC就職セミナー｢アナウンサー｣ (小′召･松永)

●下旬　サマーピアパーティ(山川･茂木･石垣･黒田･小林･

【8月】　　●下旬　富士登山(木村)

【9月】　　●中旬　MMCニュース第12号発行(中谷･服部･古満)

●下旬　MMCセミナー③ (宮本･中野･吉田･阿部(,エ))

【10月】　　●中旬　MMC就職セミナー｢放送｣ (本村･倉林)

●下旬　MMC就職セミナー｢広告｣ (和田･西村)

【11月】　　●上旬　秋のコルフコンペ(猪野･鎌倉)

●上旬　MMC就職セミナー｢出版｣ (田中)

●中旬　MMC就職セミナー｢新聞｣ (大串･門田･黒木)

●下旬　MMC就職セミナー｢プロタクション｣ (中根･大林)

【12月】　　●上旬　忘年会(山Iii･茂木･石垣･黒田･小林･岩崎)

【1月】　　●下旬　新年総会　駒形･馬渕･武内･波多野

【時期未定】 ●新規プロジェクト　(千田･山田･関根･惣部･平石･八木)

《総合担当役員》

〈懇親会)　柳沢･正盛　　　　(MMC就職セミナー)　内田･阿部(剛)

(アウトドアイベント)　捻　　　くMMCニュース)　大高
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※剛蝉緩鶏頭氾5律
●従来の活動の継続:新年総会､サマー懇親会､
忘年会､ゴルフ(春･秋)､就職セミナー

●MMCセミナーの活性化

●富士登山の復活

●若手･中堅が参加したくなるイベントの開催

●会員のとってのメリットの創出

活動方針推進策
【A】　｢-役員-行事イベント

責任担当制｣　導入

①　恒例行事(イベント)行事毎に担当役員を決め､企画

から実施までを任せる｡役員会では進行報告と承認を行う｡担当役員は早期に開催日程を決定して会員に予告｡その後詳細の決定を担当役員の主導で行う｡●総合担当　部門別の総合担当者●個別担当　行事毎の担当者
〔三役の職務〕

*会長･理事長は活動の立案､各行事の総括的指示､大学や外部団体との友好関係構築を行う｡*幹事長は会員への案困､大学各部署との調整､事務処理等を行う｡

②　MMCセミナー-つプロジェクトチームを結成､

合計3回以上の開催を実現する｡

企画･講師交渉･実施は全てチーム主導で行う｡講師との交渉ルート開拓等は他の役員も協力する｡

③　新規プロジェクト従来の活動の枠を超え､新たな

展開を企画･実施する｡●各媒体別の先輩後輩交流会●MMcの認知を昂める対外事業●学生や一般人参加のイベント●収益事業　など
【B】　若手主海のイベントの開催

若手に魅力のある活動を推進｡

●日程･会場､企画･出演者交渉､開催の全てを若手会員に一任する｡●若手会員の自己pRコーナーも設営｡仕事に生かしてもらう｡●今年に関しては､サマーピアパティー等を若手主導で開催する｡
【C】　Eメールリストの活用

*終曲をこ参照-ださい｡

【D】　ネットワーク制･

各社世襲制の推進

新会員の参加拡大や活動の活性
化､双方向の情報伝達を図る｡

①　ネットワーク制

●役員会に､放送へ　新聞､出版､広告等､部門別担当者を選任｡●各社にMMc担当者を設置｡MMC役員会-部門別担当者～会社別担当者という連絡網を整備｡

②　世襲制

●部門別･会社別担当者が退職･転勤･多忙等の理由で職務の遂行が困難な場合は､同部門･同会社内で､新しい担当者を選任する｡
【E】　部門別･世代別イベント

の開催

ネットワークを基盤に､各部門､

各世代主催のイベントを開催｡●イヘント内容は各部門･各世代の特性を生かすが､原則的に他部

門･他世代にも広-参加を求める｡●特にセミナーに関しては､それぞれの部門のコネクションを生かした講師選定が期待される｡●将来的には各部門･各世代主催のイベントが毎月のように､恒常的に開催されることを目指す｡
【F】　情報コミュー一ケーション

学部との協力

昨年新設された同学部との連絡

を欝にし､協力関係を構築する｡●授業への講師派遣●インターンシップ●-･-年生対象セ-ナー
【G】　会員名簿改訂と財政健全化

個人情報保護法施行に伴い､会
員名簿を改訂する｡●名簿は-種類作成する｡

①事務局連絡用　(非公開)自宅住所等が記載された､ニュー

ス送付や行事案向のための名簿｡

②　会員配布用会員各々が公開を了承･指定し

た個人情報項目のみが記載された名簿｡●公開情報の了承･脂定

本ニュースに返信用紙と封筒を

同封｡個人情報記入の上､公開を了承する項目を指定していただ-｡●会費納入の推進
会費納入会員が満足できる活動

を行うために､会費納入を継続的に訴える｡会費納入がない人は時期を設定して会員から除外する｡●名簿の更新
右記の連絡と過去3年間の会費

納入実績を元に名簿の改訂を行う｡●財政健全化
活動の活性化と会費納入の推進

により､財政の健全化を図り､会員満足度の高い組織を構築する｡
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就職は挑戦である

的年マスコミ就職概況(明治大学就職課より)

桜はまだない春光の-月26日､
日本武道館から多くの卒業生か巣立った｡彼らの全ての軌跡を追うことは紙面が許さないため､05年-月半業者の主なマスコミ企業への入社予定者数をあげる｡データ

は-月23円現在の数字｡[　]　内は前年3月卒業者の数字｡

朝日新聞社-　[-]､毎日新聞

社-[-]､読売新聞社-[o]､日本経済新聞社-　[-]､集英社-[-]､NHK-[-]､日本テ

レヒ-∩-]､TBSl　[-]､フシテレビ-[-]､テレビ朝日-
[-]､電通3　[-]､博報堂-[-]､東急エーシュンシー-T]､

ホリプロ-[-]｡

業界を問わず､近年の学生の傾
向として　｢つまみ食いLI各業界または企業の表面だけを臨める-が多く見受けられる｡一を織りて二を知らない学生が如何に多いこ

とか｡とはいえ､一を聞いて十を知る若者はまずいない｡十を聞いてーを知るのか現実ならば､MMcセ-ナーの果たす役割は極めて大きい｡明治大学就職課のモットー
｢就職は挑戦である｣　と合わせれ

ば十を知ることも可能であろう｡されば､今年度もMMcと就職課の協和を強く望みます｡

入社して1年-悪戦苦闘の毎日

｢アナウンサーの方も大変かね
-IL道端で出会ったおばちゃんか､三一一日われた言葉｡

こ存知の方もいるかもしれませ
んか､ローカル局はアナウンサーに入社してもしゃべりの仕事だけではありません-　それは､想像以上｡睡眠時間が-･2時間の時もあり日付が変わったころタクシーで帰って気付けば朝だったということも珍し-ありません｡一に体力､二に根性引､体がもう一

つ欲しい-らいです｡

今は､情報番組のMCと天気予

報､中継ディレクターを担当していますが､グルメリポートでカレーうどん-玉食べたり､フリークライミングに挑戦したり､101キロウォーキンクを完歩したり　この1年だけでも様々なことかありました｡今でも毎日が発見の嵐です｡まだまだ仕事をうま-こなせていませんが､どこもローカル局は人数に余裕がないのでオールマイティーにこなせる力を求められているような気がします｡

今､就職活動をされている方も

精神的､体力的にも大変かもしれませんがたくさん悩んで自分で考えたら必ずそれは次の自分へと繋がります｡学生の皆さん､残りの学生生活､自分の時間を大切に頑張って下さいね｡皆さんのご活躍を遠く長崎から応援しています-

がんばれ!

マスコミ新人

MMcを始めとして､今まで経

験してきた数多-の刺激的な出会いか､常に自らの原動力となっていました｡価値ある出会いかあってこそ今の自分か存在すると考え､これからマスコミ業界で生きる一

根本は人との繋がり

東京ニュース通信社

(05年･政経卒)

荻井目主翔

人間として､人との繋がりやコ-ユニケーションをより一層大事にすることが､さらなるステップアップになると確信します｡宙しくお願い致します-

澗｢閣 

∴∴.ヽ∴ :∴- 棉｢ﾓ｢ﾒﾕ��

基.∴言 

若手･女性メンバーの先導者に-
ホリプロ　(05年･商卒)

林部　宏子

私のホリプロへのファーストス

テップは､MMcのプロダクションセミナー終了後､壇上に駆け上りホリプロの先輩にお名刺を頂いたことから始まりました｡

私のマスコ-への道はMMcが

導いて-れたわけです｡

そのMMcの会員になれ､多-

の心強い先輩に恵まれた私は非常に幸せ者です｡

待ち前のパワフルさで､若手･

女性会員の先導者となれればと思っております｡

今後とも宜し-お願い致します｡

幸いけどへ

選んだ逼

タイクス　(05年･政経卒)

千早　康平

｢制作部?　ADになるの?
ツラい仕事選んだね～｣

就職先を話すと言われることだ｡

しかし､言われる度いつも決意する｡たとえ辛かろうが､キッかろうが､渡れなかろうが自分がやりた-て選んだ道､やるからには全力でやろうと｡その先にMMcの諸先輩方のようなマスコ-人が待っている｡明治出身のマスコミ人になるべ-､全力で頑張って行きた



2005年4月15日

追いつめられた軍人や住民が2--㍍以上はあろう断崖から　｢生きて虜囚の辱めを受けず｣　その決意から次々と岩に砕け散る波間に万歳を叫んで飛び込んだところ､
｢ハンサイ･クリフ｣である｡

TV･新聞のメディアは六十年

前の一九四五年三月十日払暁､サイパン島から発信した米軍のB29爆撃機が東京下町に襲来し､約二〇〇〇トンの焼夷餅を雨､巌の如-落とし街は火の海と化し10万人もの命を奪った模様を一斉に伝えていた｡私の思い｡いま､それぞれの世代からえた体験を伝え語りつかなければならない｡過ぎし日､

TVで　｢私の昭和史｣　｢人に歴史あり｣｢あゝ戦友･わが軍歌｣､ドキュメンタリー番組を中心に制作してきた｡出身地は北海道､第二次世界大戦は小学生時代｡幸いにも空襲や疎開､食糧難など悲惨な戦争体験をえずに済んだ｡戦後､上京し朝鮮動乱のさ中､上野駅に降り立ち戦災の傷跡を残し復興に立ちあがる東京の姿をなかめながら､明治大学に入学した｡下宿は自炊の部屋借り､お茶の水駅前にあった食堂で国から配給された外食券を手に一杯の外米ご飯と味曽汁を殴りハラック校舎で講義をうけた｡閑話休題

遺族が卒塔婆を立て､島に今も残る日本軍の砲門

約5万人が玉砕した島二月と三月､北マリアナ諸島は
北東からの貿易風が吹く｡日本からおよそ二千五百㌔の距離サイパン島はサンゴ樵の内側リーフでウィンドサーフィンに興ずる若者や観光客で賑わっている｡ことしは日本防衛の楯として米軍と戦い華氏あわせ約-万人が玉砕した島も戦後六十年日の節目を迎えていた｡南北約20㌔､東西約10㌔足らずの小さな島のあちこちに､まだ旧日本軍の弾薬庫やキャタピラの吹き飛んだ戦車､高射砲､そして魚雷なとが赤錆びたまま無残な姿を晒す｡昂の北端､アッピ岬は米軍に

忘れ得のサ輸鋸

名前がどうしても分からず､マリアナ政府の取材許可をとりつけ現地に赴いた｡政府係員の案内で縦長の島を北から南下し旧アスリート空渚(現国際空港)　の横道に入ったところに碑はあった｡部隊名と六百十八名の名前が刻印されている｡｢独立歩兵第三百十七大隊､藤田一郎　｣とある｡やっと辿り着いた彼は冷たい石文に節樽立った手を差し伸べ　｢見よ｡辛かったろうー会いに来たよ｡これで弟も着た甲斐が｡母はいない｡安らかに　｣章句二十三歳｡若い死だ｡目には堪えきれない感情を抑えつゝ大粒の涙を流していた｡私もまた､
｢これで友情が果たせた｡調べ終

えられたのもマスコ-にいたからだったんだ　｣｡友の顔をみて思わず胸の熱-なるのを覚えた｡

魚雷｡こんな細い胴体に兵士は入り突進した｡

あらためて不戦の誓い

罵澱響

友人の兄の足跡をたずねて

平群の戦況が配色濃くなった軍隊　線に送り込んだ｡の応援に関東軍の兵力を南方の前　　彼の兄も釜山･横浜経面でサイ

愚かなる戦争に駆り･立て尊い命

を奪った責任は誰に問えばいいのか｡いま死語に近い　【大本営発表】｡権威をかさに内容が空しい

発表を信じた国民､敗戦の体験者ならだれもが知っていた言葉である｡平和を希求してやまない｡真実を伝えることの難しさを報道機関に四十数年間どっぷり漬かっていた私は､汚いみ妬み感じる｡六十年目の戦後を迎えた二〇〇五年､改めて不戦の誓いを立てた｡昭和一ケタに生まれた私は｣心れ得ぬ追憶を述べながら取材に協力を仰いだ北マリアナ政府に感謝しこの稿を閉じる｡

工遥　パン島に転戦させられた｡勝ち目

私は以前､友人から　｢オレの兄

はサイパンで玉砕した｡君も行って探して-れよ｣といわれていた｡では行こうかということになって今回のサイパン行きが実現したのだが､私にとっては歴史の回顧となる旅となった｡

彼の兄は､六十四年前､たった

一枚の赤紙省集令状で故郷から出
征し､中国東北部(旧満州)東安省に旭川師団から関東軍に編入された｡当時､関東軍はソ満国境で軍事演習を展開しロシアに不可侵の脅威を与えていた｡日本は高大

バンザイクリフにたつ慰霊碑の1つ

のな-なった日本軍はそれでも日本防衛最後の拠点にサイパンを死守しようとしていた｡しかし､物量に物いわせた米軍の前には歯か立たず一九四四年七月十八日､大本営はサイパン守備隊の玉砕を認め発表し､時の東条英機内閣が退陣､終戦にむけて胎動を始めた｡この戦いで｢日本軍は､陸海約四万一十名､在留邦人一万名が戦没した｣と記録され､彼の兄もその
ー人だった｡私は彼の兄の玉砕場

所を確かめるぺく調査をつづけ防衛庁などで配属部隊名を調べたが

かつての日本軍アスリート空港｡

散らばる飛行機々首(左)と高射砲(右)の残骸

会員寄稿募集!
｢Liberty Tower a HalL自由の塔､自由の殿堂｣

では､会員の皆様のこ寄稿をお待ちしています｡

く送り先)
●郵送　〒101-8301

東京都千代田区神田駿河台1 -1
明治大学広報部内

MMCニュース　会員寄稿係　宛

●Eメール　ssawada@k7 diOn neJP

*幹事長の遣田のアドレス､写真添付可
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情報提供方法は下記(配信要領)をこ参照
ください｡また､ Eメールリストへのこ登

録は下記まで必要事項を送信してください｡

◆Eメール送信先: s sawada@k7 diOn ne ｣P

◆必要事項　お名前･学部･卒年･アドレス

〈情報伝言板実例)
【情報提供会員】

山岸順一(JAF出版/83年･法卒)

●Eメール　fwii3207@mb infoweb ne ｣p

●電話: 045-730-1189 (21時～22時)

*お問い合わせ･参加申込は､直接上記

会員まで｡

日本レクリエーションカヌー連盟は30年

以上もボランティアでカヌーを数えてきた

スクール｡安価な講習料実現のためカヌー

も手作り｡コーチは連盟の趣旨に賛同した

スクール卒業生です｡私はこのスクールで

カヌーを習い､コーチとなり､気がつけば

古株になりました｡理事長夫婦か高齢のた

め､コーチ達が運営を代行｡私か事務局を

代行しています｡

以下､カヌースクール開催の案内を記載

しました｡

1) MMC会員の皆様の媒体の紙面･番組

等で､スクールの事を紹介していただけ

ますと幸いです｡

2)会員の皆様がこ参加していたたくこと

も大歓迎です｡

是非とも宜しくお願いします｡

初心者･中級者向けカヌースクール

(定員15名)

ナノヌー(,水辺をミススl'ノのように遊/3､ ｡

基腿を榔水でみっちりと雪へは　川/_U Crj-く

l毎Cの)Jメ-も果し4_ことができます. ､3()/I以上､

･｣＼ランティ)ノで数えてさました｡恋い｢寧な指ノ墓

が評LiiCす｡

●主　催　Li木レクi)｣_-ノ｢ンカヌー連淵

●欄I伴Je,所　地主県良mllrT ･干,定l囲(荒川)

被害駅　秩父鉄道･ノ皮久礼賦

●開催H悼　こ組合のいい目を3日選ん⊂く/こさい｡

【4月】 24､30円　【51｣】 ､人4､ 14､22Li

自)月】 5､11､19円【7月】2､用､ i( i7､30日

●時　間10 15-16 15 (少雨決行､増水ii寺i三国コIL)

●講習科　l回目　5000円　2回円以降400011｣

必要道具のレンタル科合も｡

昼食､在韓えは持参.

●内　容　碁鍵知識､パトiノンクの基碇､流れを

利用した技1IilI､ひっくり返っ⊂戻る技

11ILTなど､ 3日間で必要な技術･知識を

指導しま-a.

●参/両手胎10枝～75歳で'し､腕力こ憩のない)/

●申込/),去　事務局代行(iii岸･ I二記記載)まで､

l

♪今年の冬は暖冬でしたって気

象庁は言うじゃなあい｡でも相模ガンツリー倶楽部の桜はまったく咲いてませんから｡残念!｡

桜は咲いていなかったが､天気

は上々､快晴微風(生前中のみ)

霞城ブコ学へ一､

絶好のゴルフ日和となった｡当初-組28人を予定していたが､仕事やら風邪やらでキャンセル者が続出｡それでも総勢一-I二人と当コンペ参加人数の新記録となった｡

今回は堀さんの提案で､競技を

従来のストロークプレーから｢オネストンヨン方式｣　に変えた｡予め自分が回るスコアを申告してお-｡プレー後に明らかにされる隠しホール四ホールをすべてパーとして計算し､申告してあるスコアとの差を競うゲームで､申告スコアに近い人ほど上位になる｡この方式だと参加者全員､公平に優勝チャンスがあるということだ｡この恩恵にあずかり､優勝の栄に浴したのは河合さんで､優勝の賜杯と､京都･秀峰窯の武内さんから

寄贈された清水焼のおめでたい
｢たからづ-LL　文様のコーヒー

カップを獲得した｡今回は和田さん､堀口さん､四方さんと若手?の初参加者も多く､懇親パlTィ-も大いに盛り上がった｡

記･輪郁太郎MMC副理事長

(64年･商卒)

義
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MMC観桜ゴルフコンペ成績表(オネストジョン方式)

情報伝言板　配信要領
〔目　　的〕

2005年活動方針｢会員にとってのメリット

の創出｣に基づき､会員相可の情報交換の

場を提供し､会員の仕事やボランティア･

趣味などの活動に役iLてていただく.

〔実施の流れ〕

①情報提供会員は幹事長に情報をEメール

送信する｡ (送信先　ssawada@k7 dlOn

ne Jp)

(D情報はパソコン環境の汎Jll樵とウイルス

対策を考慮し､添付ファイルは不可とする｡

(り幹事長は即事長から配信の認可を得る.

④認可後､ Eメールi)ストに配信する｡

〔認可基準〕

◆会員の多くにメリットある情報であること｡

◆情報に誤りや不雅美な部分かないこと

◆危険性･トラブルが考えられないこと｡

◆聞合先･返信先は情報提供会員とすること｡

◆情報提供会員の自己紹介と､その情報に

おける立場を明記すること｡

MMc会員の皆さん､年会聾納
入をお願いします｡名簿総数四八八人｡会計報告に記載の通り､会費納入者は一五二人､31%です｡しかも､発足時から-年間未納のかたが一五〇人以上｡会の根本にもかかわる問題かと思います｡

MMcはマスコミ精神に則った

独立自治のボラ/ティア集団です｡同じ建学精神を誇る母校が認めた公式oB同体として､会費は物心両面の支えになるものです｡

諸般のご都合で未納の皆さん｡

より後輩に､より天下に誇る活動体として充実､躍進させるためにも､同封の郵便振替用紙をこ利用の上､今すぐ郵便局にてこ納入ください｡用紙がない場合は､左記郵便振替口座までお願いします｡◆口座記号番号◆加入者名

明治大学マスコミクラブ


