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純綿く二二_ス~
二〇〇六年の新年総会を左記の

ように開催します｡今回は母校の理事の方々に出席いただいて､MMcとの協調関係を､さらに発展させる総会とする計画です｡万障御繰り合わせの上ご出席-ださい｡●日時　1月27日　金曜日

●会場

18時～20時50分駿河台･明治大学リバティタワー23階｢紫紺･燦｣

●会費　1万円

(年会費4千円含む)

※同封の返信ハカキで､出欠予定

をご連絡-ださい｡

※こ欠席の場合には年会費4千円

を左記の郵便振替口座へご納入願います｡

◆郵便振替口座･記号番号
00130　-　4　-　7ハ09-631

◆加入署名　明治大学マスコミクラブ

インターネットに｢-クシィ｣

という個人情報発信サイトがある｡その　｢明治大学｣カテゴリーのなかで､〟だらしないんだなぁ､最近の明治〟というトピックスがあった｡

現役学生や私のようなOBがこ

ぞって書き込みをするのだが､どうやら最近の明治は､看板である野球やラグビーが弱いこともあって､学生が〟母校愛〟(何だか〟シャ

いのた｡聞くところによれば最近の学生は､応援歌｢紫紺の歌｣　や学生歌｢都に匂う花の雲｣､｢明大節｣はおろか､卒業時になっても校歌｢白雲なびく?｣さえログに歌えない連中がいると間-　｡

なんとも寂しい話ではあるが､

もし私が面接官なら､このあたりをばっちり歌える奴は要チェックだ｡それだけ母校愛があって､仲間との交流ができれば　(まさか､

ニッポン放送に対するライブド
アによる株買占めで始まった05年は､楽天によるTBS株買占めで終わろうとしている｡マスコミ業界の変革はインターネット企業によるマスメディアの経営支配･参加の挑戦から始まろうとしている｡

21世紀のマスコミ業界の姿は､
まだ不透明だが現状からの変化は､

開催が早いためか､学生の出席が少なかった｡景気の回復に伴い､ハートなマスコ-を避ける学生が増えたためか､気になる現象だ｡

しかしセミナーを経験した講師

や､現役の若手講師の情熱的な話に熱心に耳を傾ける学生の真剣な､表情に安心した｡また今年は､来年度各社の内定者を招き､リアル

で共通しているのは｢セミナーは-年生からでは遅い､和泉の-〟2年生を対象として､計画的･組織的に実施すべきだ｣という意見に集約される｡

MMc自体は会員の親睦･情報
交換･勉強が目的だが､セ-ナーは｢マスコミ業界にもっと多-の明治の後輩を｣との熱い思いから

避けられない｡MMCは変化を注意LK/研究･対応したい｡

今年のマスコ

ミ就職セ-ナ-は､7月に放送･アナウンサー･出版､m月に新

マスコミ界へ

もっと明治を
MMC会長木村　武

スタートした｡しかし､大学自体が力を入れてマスコ-に多くの学生を送り込もうとする某私大の後塵を拝している現状は､熱さ思いの限界

イアンツ愛〟　などというハラタツの戯言みたいだが･)　に目覚め､意識を高揚させるイベントがないのか原因ではないか?ということだ｡

たしかに私たちの
時代は野球もラグビーも全盛期で､それぞれ　｢島岡喜郎｣　｢北島忠治｣という､学生スポーツの域を超えた　〟御大〟　に導かれて､当該の選手諸君はいうに及ばず､

一般学生でさえ泥臭い明治魂を叩き込まれたような気がする｡

もちろん就職活動

神田駿河台に集う

意味をもう一度

孝えよ!蒜真

たった1人で白雲なびく?を歌う変人もいないだろうから)､それは会社にどれだけ貢献できるか､仕事で他者とうま-やっていけるかを計る一種の試金石になると思うからだ｡

それでな-ても､

これから社会に出て仕事をやってい-のなら､ましてや人とのつながりが全てと言ってもいいマスコミ業界をめざすのなら､母校の人脈を作り､それを生かさない手はないではない

聞･広告･プロタクシーのセ-ナーを実施した｡

ンと-回　な就職活動の体験談が好評だった｡例年より　　今年のセミナー出席の学生の特

徴は､セミナー後の懇親会に参加して先輩との交流を求める学生が増えた事､また夏のビアパーティに00名の学生､特に熱心な女子大生が多-参加したことに感激､これも情報コミュニケーション学部の牛尾助教授のンェンダー教育の影響かと感心しっつまた感謝｡
セミナー講師と役員との反省会

でもある｡大学との連携が今後ますます重要となる｡

今年も､新年総会･MMcセ-

ナ-･就職セミナー･ゴルフ会･サマービアパーティ･忘年会など､多彩な行事に多-の皆様にご参加いただいたことへ感謝いたします｡年が明けると新年総会です｡会員全体の親睦をさらに深めるため､是非ともこ出席いただきた-お願い申し上げます｡

では､記念館の出障式で意識を高揚させたものだが､ここ3年ほとMMcセ-ナーで一席プッても､いまひとつ学生の反応がないのが気にかかる｡おしなべておとなしいのた｡たぶん､彼ら　(彼女ら)には､自ら進んで就職の扉をこじあけるハイクリティが欠けているのだろう｡

そう､北島メインの精神的支柱

であった　〟前へ〟　の精神が足りな

･"乃i.

MMCのOB･OG連中も､明

治魂のある学生を待ち望んでいる｡

今からでも遅-はない､校歌や

応援歌をマスターしようではないか､学生諸君-　ついでに｢燃えよドラゴンズ｣を歌える奴がいたら､内定は決まったようなものだ｡
(われらマスコミ･ドラゴンズ会

事務局長/84年･政経)
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放送メディアをめざせNHK岩崎　博

(72年･法)

中で主導権を握ろうとする躯け引きは激し-なるでしょう｡放送の受信機がコンピュータ化するからです｡逆に言えばテレビがあれば

パソコンは要らないのかもしれません｡

テレビを見なから時たまインター

ネットを検索する､そういう近未来図が現実かも知れません｡放送メディアの目指すべきは情報の信頼性とコンテンツの耐久性です｡新鮮な文化の創造です｡
有意の諸君､目指せ放送メディ

アを｡

見えた､将来への可能性
テレビ朝日飯村真一出塁誓､理詰謙続操胴

放送業界を目指す後輩諸君の参
考になる話をということで神田の母校を久し振りに訪れました｡民放で活躍する諸氏とともに演壇に並ぶも00年前の面影がないのは当たり前です｡しかし､何となく小奇麗な雰囲気には違和感を覚えました｡それだけ年を取ったと言うことでしょうか｡

現在､放送業界は､デジタル化

が進む中､インターネットとの融合を目指す動きが活発です｡その

05年のセミナーの講師を務めて､
嬉しい事と残念な事と両面を感じました｡

先ず残念な方ですが､ひとつは

セミナーの出席者が少ないこと｡

(約年･法)　に満員だそうです｡その様子は一

種の就職予備校のようだともいい

大生がテレビ朝日のアナウンサー試験を受けに来たことです｡

本採用試験の前にアナウンス都

主催で｢アナウンサー塾｣というセミナーを開いたのですか､ここにも明大生が数名出席しており､しかもその全員がマスコ-就職セ-ナ1に来ていたということです｡

更に､そのアナウンサー塾で明

大生は高評価を受けていたようで､OBとしては大きな可能性と希望

｢明大方式｣聾冗新聞社吉田尚大

(95年･法)

ます｡在り方の是非は別にしても､学生の真剣度は雲泥の差です｡
また､出席した学生にメールア

ドレスを配ったにも関わらず､私のところに問い合わせてきた者は僅か一名でした｡履歴書の書き方ひとつでも､面接の挨拶ひとつでも採用者の視点でアドバイスできたたけに魔念です｡

逆に嬉しかったのは､多数の明

セミナー終了後に話した学生た
ちの反応から､｢明大方式｣　の受験対策の必要性を感じた｡

毎年多-の卒業生をマスコミに

送り出す早大だが､大学が受験対

を感じました｡

以上の嬉しさ残念さの両面を見

ての実感は､MMcや就職課の活動の積み重ねによって､より真剣な参加者かより増えていけば､今後の明治大学は大いに期待が持てるのではないかという事です｡

ローマは一日にしてなりません

が､｢マスコミに強い明治大学｣への道筋は見えてきたような気がします｡の受験対策を策の講座を設けているとは聞かない｡約4万5000人の学生の多-がマスコミ志望者のため､学生が日常的にジャーナリズムについて話し合う機会があるという｡それで自然に学生が研磨されるのだろう｡

一方､法政大は､試験で選んだ
1-3年生約---人の　｢自主マスコ-講座｣を作り､｢新聞･報道記者コース｣｢アナウンサーコース｣など志望分野別に-コースに分け､筆記試験対策や作文の添削を行っている｡｢手取り足取り｣の受験対策の結果､昨年は約50人がマスコ-に就職している｡

セミナー終了後に会った学生は､

まだ諭作文の勉強もしてなく､マスコミ志望者がよ-使う｢朝日キーワード｣などの参考書も知らないようだった｡このままで､鍛え抜かれた他大学の学生と入社試験で互角に闘えるか心配になった｡早大とは志望者数が違うし､法大のような　｢手取り足取り｣　の受験対策をしていない明大として､また別の方式のハックアップが必要ではないだろうか｡

頑張る人を応援したい

諮詐-小野崎裕典

(的年･商)

2005年度MMCマスコミ
就職セミナー実施概要

(会場:駿河台･明大リハティホール)
87月7日｢放送｣

(講師)

岩崎　1専　　NHK

塩野弥干天　　日本テレビ

村田　典子　　TBS

山ノ目英一郎　　テレビ朝日

熊谷　正樹　　テレビ東京

〈司会)

倉林　敦夫　　テレビ朝日

87月13日｢アナウンサー｣

(講師)

小沼　俊男　　NHK-CTI日本語センター

日高　　充　　テレビ東京

飯村　真一　　テレビ朝日

鈴木　純子　　文化放送

(司会)

松永二三男　　日本テレビ

■7月14日｢出版｣

(講師)

光文社
扶桑社
文蛮春秋
集英社
講談社
小学館

小学館スクウェア
｢新聞｣

スポーツニッポン新聞社

米澤　仁次

田中　　亨

田中　裕士

滞日　　宏

山暮　秀之
浜本　邦生

(司会)

内田　正彦

810月6日

(講師)

荒Iii　和夫

古満美千子　　朝日新聞社
吉田　尚大　　読売新聞社

(司会)

服部　真樹　　日本経済新聞社
810月13日｢広告｣

(講師)

アサツー　ティ･ケイ

ン工イ･アイ･シー

博報堂
東急エージェンシー

I & SBBDO

｢プロダクション｣

エスビープレイン

風讃社
NTV映像センター

CMJ JAPAN

共同テレビジョン

吉井　章夫
水下　俊一

佐久間美形
小野崎裕典
(司会)

和田　哲郎
810月26日

(講師)

山田　祐司

校條　　真

平石　清華
黒田　英書

く司会)

大林　龍彦

｢頑張る人をそっと応援して-
れる親のような存在｣

僕が明治大学に対してもってい

る印象です｡

突然こんなことをこの場でいう

のはおかしいかもしれませんが､今回講師として来校した際学校と学生を見ていて抱いた素直な感情がこれなのです｡

この大学は本人がその気ならな

んでもやらせて-れる､何か夢や目標を持った人に十分な可能性と環境を用意してくれる環境があると私は思います｡

そしてこのMMcもそのうちの

一つであると感じます｡マスコミ
業界で成し遂げたい夢を持った人､夢を創っていきたい人に対して何か力になってあげたい､そんな心を持っていると私は思います｡そして私も壇上で言葉を発する時､それを念頭に置いて話しました｡少しでも多-の学生が　(拙い話ではありましたが)　私の言葉で本気でマスコ-に行きたいという気持ちを強めて-れたらこれ以上ない幸いだと思う今日この頃です｡
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●情熱が講師ひとり一人から伝

わってきた｡

●自分はまず何をすべきなのか
今後の道筋が見えた気がします｡

●雑誌･インターネットで得ら

れない情報を知ることが出来た｡

●マスコミ業界へ就職したいと

いう気持ちが強-なりました｡

●｢どのような人材がマスコミ

業界から必要とされるのか｣非常に勉強になりました｡

●講師の方々が自分の仕事をと

てもやりがいのある仕事だと力説している姿が印象的でした｡誇りを持てるような仕事に就ける事をこれからの目標にしたい｡

●熱いお話を聞いて､就職活動

へのモチベーションを高めることが出来ました｡

●自分に重-響き意識を新たに

した｡活躍されている先輩方はとても輝いて見えた｡

●今､自分なりの　｢G8dJobL

を模索している私にとって､感慨深いものでした｡

●｢プロ意識の高さ｣　を感じ取

ることができました｡

●非常に感銘を受け､この上な

い励みともなりました｡

●マスコ-業界で働-万々の情

熱や人間的魅力を感じました｡セ-チ-を通し､この業界で活躍し

たい想いが強-なりました｡

●『誰もが思い浮かぶアイデア

であったとしても､それを企画し発表することに意味がある』という話を聴いて､｢皆とは違う新しいことを考えな-てはいけない｣

種である､ということを再認識し､人との関係の中から全てが生み出される面白さに広告業界への興味がさらに広がりました｡

●何から始めればいいのか分か

らない状態でした｡しかし､今回

という偏った考えに囚われていた尊に気付きました｡皆が思い浮かぶアイデアであるからこそ皆の共感を得られる､ということを見落としていた自分を反省しました｡

●広告業界は生産設備がない業

のセ-ナーでマスコ-業界の魅力･やりがいが実感でき､自分への課題もでき､新たに就職活動を開始できました｡

●こんなに多-の明治大学出身
者か広告業界の第一線で働いてい

ることを初めて知り､何だかうれしくなりました｡

●毎年､こんなセミナーを開い

てくださることはこれから就職する学生の大きな助けになるなぁと実感しました｡

●講師の方々のお話は､どれも

大変ユニークで楽し-聞かせていただきましたが､押さえてお-べきポイントは細か-真面目に答えて-ださって､本当に為になるお話でした｡

●今まで漠然としか見えていな

かった自分の将来か､はっきりしてきたような気がして胸が熱くなりました｡

●一般論ではな-実体験に基づ

いたお話であったので､非常に興味簾かったでず｡

●講師の方々が一様に言われて

いたことは｢結局自分は何がしたいのか｣ということだと私は受け止めました｡

●僕らの先輩にあたる方々が､

貴重な時間を割いて下さることは､とてもありがたいことです｡

●話に聞き入ってしまい､本当

にあっという間でしたが､貴重なお話を開けて､マスコミ業界に大変興味を持ちました｡

●知らないことばかりで､とて

も憲義のあるセ-チ-でした｡

ラジオと私の関わりニッポン放送内定続整調l;評議掘れ
山下信之(商･4年)　るか否か-このスリル感がたまら

◆幼稚園-ラジオのカラオケ番

組で､親戚が　｢北酒場｣を熱唱｡ラジオの存在を知るきっかけに｡

◆小--母が番組で賞金ゲットー

ラジオが身近な存在へ｡

◆小4-祖母に小型ランオを貰っ

てもらう｡今も私の宝物｡

◆小--深夜番組で｢聴得｣し

た笑いと健全な性知識により､いじめられっ子からクラス一のひょうきん者に変貌｡

◆中学･高校時代-ラジオネ-

ない｡

◆大学時代=ラ､シオで働くこと

を目指し上京｡MMcのセミナーでの山本元気さんのお話に感動｡東京の昼ワイドを堪能しすぎて､学校は｡そしてお陰様でニッポン放送から内定を頂-｡今は卒業単位奪取へ絶対に負けられない戦いがそこにある　(笑)

これはラジオと私の関わりのほ

んの一部です｡今､もう心から幸せな気分です｡とか-厳しいといわれるこの業界ですが､私はラジオから沢山のものをもらってきました｡私の今までをラジオ抜きに語ることは出来ません｡今こそ恩返しのチャンスー誠心誠意頑張ります｡今後ともよろしくお願いいたします-

05年度第-回目のMMcセミナー
が5月27日､母校に50年ぶりの新設学部として誕生した明治大学情報コミュニケーション学部の牛尾奈緒美助教授を講師にお招きして大学会館で開かれました｡

あらためて母校との協力関係強
化という方針のもと開催されたセ-ナーだけに､会員34人に牛尾助教授の呼びかけで現役学生も20人

めことをご紹介いただきました｡MMcにとってはうれしい結果ですが､牛尾助教授は｢関心の高さに驚きましたが､マスコ-はきわめて狭さ門ですし､情報コミ三一ケーション学部は　〟マス〟　コミュニケーションではないのでうれしいやら困ったやら｣と戸惑いを語られました｡それというのも､自らも慶応大学から----人に-

るまでもな-､大きなテーマとなってきます｡牛尾助教授は｢ジェンダー問題というとよ-身の毛もよだつというような誤解をなさる方かおられますが､私は女は女らしく､男は男らしくていいと思います｣と前置きした上で､企業内やマスコミ業界の中で男だから女だからという性的役割を続けることは　｢非常に非効率的だ｣という見

加わり､これまでにな-充実したものになりました｡

年足助教授は､

｢情報コミユニ

MMcに新たな課題

Iセミナーに参加して

日刊スポーツ

斎藤　柳光

解を強調していました｡

牛尾先生は､

配布のレジュメに示されたHDI　(人間開発指

ケ-ション学部の現状とマスコ-志望者の動向｣､そしてご専門のジェンダーフリーを｢マスコミ及び経営者･管理職の新常識･ジェンダーマネジメント｣と題して講話してくれました｡

まず､114-人のアンケート

調査の結果､ジャーナリスト志望者が70･-%と圧倒的な多数を占

人という難関を突破してフジテレビに入社した経験をお持ちなだけに､熱意と能力豊かな教え子をどう導いてい-か重大な責務としてとらえておられるからでしょう｡

それだけに､多-の企業､分け

てもマスコミの人事採用についてはジェンダー問題は､志望者の中に少なくない女性の存在を意識す

敬)　で日本が世界でほぼ順当に-位にランクされながら､他方でGEM　(ジェンダー･エンパワーメント指数=経済界等で女性が意見決定にどこまで参加しているか)はなんと44位という現実を問題提起しました｡さらに､わがマスコミ界の女性の参画状況や管理職比率が諸外国に比べてはなはだし-

低い現実を調査数字で示しました｡これは､言わずもがな私たちがそれぞれの職場で関わっていることではあります｡｢男女雇用均等法なとはあっても面接で　〟結婚したらどうします〟　などとつい聞いてしまう現状はまだまだです｣と牛尾助教授｡ご自身も結婚して職場から家庭に入り｢自分の名刺と名前で動けず､00の奥さんとしかいわれない立場になってたまらな-苦し-なり悩んで｣あらためて大学で学び､教壇に立つという選択をしたといいます｡

牛屋助教授が研究の成果ととも

にそんな体験からジェンダーフリーと取り組む姿勢には､長年にわたり就職セ-チ-に力こぶを入れてきたわがMMcにとってあらだな大きなテーマを与えられたように思います｡ゲスト参加いただいた大黒岳彦助教授も｢大学でマスコミ人が少ないとよ-いわれるだけに｣とエールを送って-れました｡
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緩衝度幾擾

〟〟〟〟〟〟/循葵は恵まれた〝〟〝〟〟〝ZZ〝/〟〟〟〟発給国MMcゴルフlT'it蒸〝〝前日迄の雨が気になる朝だった

が､スタートの頃にはすっかり上り､ややポカポカと気持ちのいい天気になった｡今日10月21日の会場は'猪野さんがシングルメンハ-の武蔵松山カントリー･クラブだ｡今回は初めての幹事を猪野さんと二人でお引き受けしている｡

-時の集合時刻には全員か集合
を終え熱心にパターの練習等を始めていた｡

8時45分からインコースのスター

ト前でルールの説明､今日のルールはかくしホール4ホール付きのオネスト､ンヨン方式､そのか-しホールはキャディマスターに選んでもらう事にしたため､幹事始め参加の誰にも分からない方式とした｡ドラコンはな-､ニアピンのみ4ホールとした｡

いよいよスタート､二番目の打

順だった｡いい年をして完全に上ってしまった｡スタートして､ホール数を重ねるにつれて天気も回復し､午前のハーフを終了する頃には天気もすっかりよ-なって気持ちのいいゴルフ日和になった｡

昼食後木口酔い加減の人もそう

でない人も､それぞれに和気合々とゴルフを楽しんだ｡

試合後の表彰式を兼ねた宴会で

は､名司会で名高い千田さんの流れるようにスムースな司会で､優勝者の大西さんにトロフィーともカップともつかない妙な杯が渡された-写百R.聞-ところによるとティフエンディング･チャンピオンの方がカップを括って-るのを

H月16日のMMcセミナーで行
われた､エスビーアイ丸田氏の

｢広告主視点から見るマスメディ
アビジネスの今後｣という講演は大変内容の濃いものであった｡現在､広告に携わる､特に広告代理店の人たちにとっては広告媒体戦略立案に際し重-受け止めなければならない｡時にして媒体セールスマンになったが如-､広告メッセージ伝達効果を忘れ､見た目の媒体料の安さでメディア提案をしがちな広告ビジネス風土があるからだ｡

広告主はROI､つまり｢費用　　講演は内容が多-､その全てを

対効果｣にしか興味はない｡広告　カハILようとしているので要約予算は額が大きいため広告担当者　的になることは止むを得ないが具はその広告投下の効果を把握して　体的に理解するには少々難しかっm瓢酬顧轍轡蘭越

-　MMcセミナーを開いて
元JWトンプソンジャパン　猪野　慎吾

おかなければ不景気などの理由で経費削減などの事態が発生した場合､すぐに広告予算か削られるからだ｡

た､というのが率直な感想である｡しかし､広告界が直面する課題に正面から取り組んだ事例として､MMCセ-チ-の新たな方向性を

示唆したと言えるだろう｡

学生が多-出席していたがMM

cの観点から言えば彼らに　｢広告活動は消費者などに対するコミュニケーション､メディア購入はその手段､メディア購入の量と質はコ-ユニケ-ションの量と質で測られるべき｣ということが理解されたと思う｡彼らが丸田氏の講演を聞きあらためて広告ビジネスに興味を抱き､大変面白い仕事ではないか､と感じて-れたらより多くの有能な学生が広告界に入ってくるものと期待している｡

お忘れになったとか､これもご愛婿か｡
ニアピン賞には西口さんがアウ

ト-ホールとも､インは橘さんと堀口さんが入った｡

更に今回特別にペストグロス賞

か設けられ､42･40で廻った猪野さんの82が選ばれた｡記　キーストンマーケティング

鎌倉清一(的年･文)

優勝した大西敏勝氏(右)と木村会長

第12回MMCゴルフコンペ成績表(オネストジョン方式)

(ニアピン) ④西口(⑪西口⑫輸⑬堀口　(ヘスグロ)猪野

かくしホール込みクロスとは-18ホールズ中の任意の4ホール
をかくしホールとして､そのホールでは､ --ティーだろうが､

ダブルボギーだろうが､全てパーで計算します｡

申告スコアとは-スタート前に自己申告をした当日の目分の予
〉則グロススコアのこと｡

正直度とは-申告スコアとかくしホール込みの
ことで､ 0が一番良く､同じ0なら年令の上の人が山こくる｡

チ/ダーパーよりオーバーパーが優遇されます｡実力通り発揮
して､かくしホールを読み切ったプレイヤーが優勝します｡

本年-月からMMc会員相互の

情報交換の場として､Eメールによる｢MMc情報伝言板｣を開始､これまでに左記のような情報を配信し'ご好評を頂戴しています｡
その他､MMcの各種イへント

情報等も随時Eメールにてお送りしておりますので､まだEメールアドレスをご登録されていないかたは､是非こ登録-ださい｡　また､MMc会員に情報を配信した

グセミナー●ルオーと白樺派展●神田川下り●小野田寛郎講演会●弦楽四重奏演奏会●新潟中越地震復興支援御礼大物産展●岡本喜八氏特別功労賞記念イベント●スタジオジプリ鈴木敏夫pD対談イベント音Eメールアドレスのこ登録方法

必要事項を明記の上､左記のメー

ルアドレスまで送信して-ださい｡◆送信先.ssawada㊥kJdSonn①〕p

暗譜配信中-･

Eメールアドレスのご登録を-
いかたは､配信要領をご参照の上､どんどんこ連絡-ださい｡○これまでに配信した情報●薬子富雄自選展●春爛漫音楽祭●武内裕作陶展●明大カメラクラブ作荒屋●カヌースクール●植村冒険賞発表会●堀威夫著書発刊●石津謙介メモリアルコンサート村山富市講演会●アンデルセン生誕二百年イベント●マンドリンクラブ演奏会●モハイルマ-ケティン

配信詩聖情報も随時受付中!◆必要事項　氏名･学部･卒年･

Eメールアドレス

漢配信要領
〔日　的〕

----年活動方針｢会員にとっ

てのメリットの創出｣　に基づき､会員相互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立てていただ-｡
〔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㊥k7dlOnne-P

②幹事長は理事長から配信の認可
を得る｡

③認可後､Eメールリストに配信

する｡

〔認可基準〕
◆会員の多-にメリットある情報

であること｡

◆それぞれに主義･主張を持つマ
スコミ人に配信されることを考慮し､主義･主張が含まれていないこと｡

◆情報に誤りや不確実な部分がな
いこと｡

◆危険性･トラブルが考えられな
いこと｡

◆間合先･返信先は情報琵供会員
または､その情報の提供元とし､その連絡先を明記すること｡

◆情報はパソコン環境の汎用性と
ウイルス対策を考慮して､メール本文のみとし､添付ファイルは不可とする｡

◆提供情報は全ての情報を文字デー
タ化して幹事長にEメール送信すること｡FAXや印刷物､pDFによる送付は不可とする｡


