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…より輪を広野たMMcにi　　200当年総会0鰹国会議員2氏も参加i

2006年明治大学マスコミクラブ新年総会･倉康允理事のお二方､さらにOB国会議員から
懇親会が1月27日'東京･駿河台の母校リバティ　は谷公一衆議院議員､高橋千秋参議院議員の両タワー23階｢紫紺･燦｣　で開かれました｡　　　氏が出席され､マスコミ就職内定の現役9人も

｢より輪を広げたMMCに｣　という念願のも　加わって'目指すクラブの充実について心ゆく
と､大学からは横田哲雄財務担当常勤理事､戸　まで語り合いました｡

て知りました｣と､活動の場こそ違っても世論を喚起する共通の使命を狩っているだけに､活発な意見交換が行われ大いに親睦を深めることができました｡

また､衆議院議員の細川律夫､
高山智司､笹川兎､松本文明､漆原良夫､参議院議員の大仁田厚の

各氏からは丁重な祝電が届きました｡

00年度マスコミに就職して-る

後輩現役学生も9人参加して-礼ました｡大岩傑　(楽天)､大谷正美(TBSラジオ&コミ三一ケーション)､川本光憲(中日新聞社)､高谷知純　(新潟放送)､小西孝典

｢愛する母校明治大学に貢献で
きる､より充実した明治大学マスコミクラブにするために皆さまとともに最大最善の努力をしていきたいLI｡木村武会長の年頭挨拶で始まった総会では､斎藤柳光理事長から-005年活動報告と続-06年の活動方針が発表されました｡大学側からこれまで以上の協力要請を受けていることから､これまで以上に充実した就職セミナー等の諸活動を展開したいという基

本方針と活動の骨子は､全出席者の支持を得て､理事会などの実務レベルで積極的に推進してい-ことで全会一致で承認されました｡

続いて開かれた懇親会では根田､

戸倉両理事から　｢明治大学出身のマスコミ人が活躍して､母校である本学に貢献していただけることは何にも増して心強い｡今後ますます是非とお力をお貸しいただきたい｣との心引き締まる挨拶｡根田､戸倉両理事は以前からクラブ

の活動を陰ながらバックアップして-れています｡この日はクラブに改めて入会｡｢一緒にがんばりましょうIL｡

また､今回は仝18人のOB国会
議員にこ案内したところ､白面民主党から谷公一衆議院議員(兵庫5区)､民主党か､主局橋千秋参議院議員　(三重)　の両氏が激励に駆けつけて-れました｡｢母校に明治大学マスコミクラブというすぼらしいOB組織があることを初め

(TBSテレビ)､嵯峨隼人(電通)へ　民井準也　(吉本興
莱)､水野真裕美　(TBSアナウンサー)､山下信之

(ニッポン放送)｡そろって
元気いっぱいの夢にあふれた抱負を披露すると､OBは大感激､そして後輩の健闘に心からの激励を贈りました｡

盛り上がった会は､最後

に応援団のリートのもと音吐朗々と校歌を歌い上げ､1年の躍進をそれぞれに誓い合いました｡

春の曖かな日差しの中､マスコ

ミ業界も多くの後輩､特にMMcのマスコミ就職セ-ナー経験者を迎え､心強い限りです｡新マスコ
･､､人として､MMcの新会員とし

報発信基地としての機能を強化､そして魅力的なイベントの開催､以上の-つを基本活動方針として積極的な活動を進めていきます｡
-､マスコミ就職セミナーの

強化､充実
母校情報発信魅力的イベン

方法を検討､また､マスコミ志望学年に対する面接･論文等の実践指導を実現化していきます｡
2'母校の情報発信基地強化今年の明大受験者は-万-千を

越え､前年比10%弱の伸びとなりの強化とトの開催を
｢MMC会長木村

て､理想と志を忘れず日々研鏡しわれわれの仲間として活躍することを期待します｡

今年度のMMCは､マスコミ就

職セ-ナ-の充実と明治大学の情

就職セミナーは､従来は-年生

を対象としてきましたが､-年生まで拡大し､マスコミ志望者の拡大､就職活動のサポートを図ります｡さらに､大学のキャリアデベロップメントシステムと連動する

ました｡しかし大学全入時代の氷河期に突入し明夫も安閑としていられません｡そのため大学も新しい学部創設､教育カリキュラムの充実､社会人教育の充実､組織の改革､スポーツの強化､文化フォー

ラムの充実など積極的な展開を進めており､社会に発信したい情報が山積みとなっています｡

そこでMMcは情報発信基地と
して母校のお手伝いをしだいと思います｡会員の皆様には､システ

ム構築や関係されているメディアでの情報発信など､ご協力をお願いします｡

3､魅力的なイベントの

武　昨年舞貝の懇親会､勉強会､セミナーなどい-つかのイベントを開催しましたが､今年はさらに充実を図り､楽し-面白い有益なイベントを企画します｡

また､会員同士の交流をさらに

活性化し､皆様の仕事や趣味･社

会活動に役立てていただくために､会員名簿の発行準備も進めます｡
さて､マスコミ業界ではこの4

月から携帯にワンセクの動画が登場し､メディアと通信の融合はさらに進むと予測されます｡MMcには情報･通信分野の会員も多-在籍されており､そんな皆様の協力を得ながら､マスコミ業界の今後を見極める研究も進めていきたいと思います｡

最後に､MMcの組織強化と活

動充実のために､業界に-千名以上と推定される明大oBへの入会の呼びかけや､イヘン下等への積極的なこ参加､そして会費の納入など､会員の皆様のより一層のこ協力を宜しくお願いします｡
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MMcのみなさんは明治大学に

50年ぶりに第8番目の新しい学部ができたことをご存じでしょうか?

-年前の4月､明治大学が溝を
持して開設したその学部は｢情報

し､明短からハトンを受け取るように､21世紀の高度情報社会にふさわしい学問を立ち上げ､また情報社会をリードする人材を輩出することを使命とする情報コミュニケーション学部が誕生したわけです｡

情報コミュニケーション学部､

いった人文科学､さらにネットワーク論やプログラミングといった自然科学までが網羅され､また語学･コンピュータ･リテラシーなどのスキル･トレーニング科目にも力を入れています｡受験生の人気も上々で受験生は毎年4千人を超え､他の私立大学や公立大学に類似学

が今年3年生となりいよいよ就職活動の時期を迎えるのです｡情コミはもちろんマスコ-人養成のためだけの学部ではありません｡法曹を志望する者もあれは､ビジネスの世界を目指すものもあり､また教師を志す者もいます｡しかしなんといっても志望の第1位はマ

コミ三一ケーション学部｣といいます｡今年3月明治大学短期大学が｢閉学記念のつとい｣を開催し､女子高等教育を先導してきた長い歴史に終止符を打ちました｡しか

通称｢情コミ｣は学部名が示すとおり情報社会とコミュニケーションの現状と今後を学際的に研究する学部です｡カリキュラムには法学･経済学･経営学といった社会科学､歴史学･社会学･哲学･言語学･メディア論･文化人類学と

部までが現れるありさまです｡

さて実はここからが本題なので

すが､MMcニュースの貴重な紙面を割いていただいたのは､たんに新学部の紹介のためではありません｡情コミの学生の多くが真剣なマスコミ志望であり､第-期生

スコミなのです｡たまたま本学部にはNHK出身(92年入局00年退職､番組制作ディレクター)　の私とフジテレビ､ンヨン出身の牛尾奈緒美先生　(83年入社､編成局アナウンサー部)　が在籍しており､学生のマスコミ就職への指導やアド

バイスができる体制にあります｡

ただ､牛尾先生も私もマスコミ

の現場を知っておりますので､軽い気持ちや､いい加減な動機でマスコミを志望しないように学坐を戒めています｡ですからゼミではみっちりと基礎学力をつけさせ､ディスカッション能力やプレゼンテーション･スキルに磨きをかけるよう指導しています｡また　｢なぜマスコ-なのか?マスコミで何をするのか?しっかり自問自答せよ｣と諭してもいます｡その甲斐もあって-年生になって学生たちも遺しさを身につけ私たち教員も手応えを感じています｡
しかし不安要因もないではあり

ません｡なにせ卒業生が一人もいない現状のために学生が訪問するoBもおらず､私も牛尾先生も現

場を離れてしまっており､また学務や教務で手一杯ということもあってなかなか就職指導は思うに任せません｡

そこでお願いしたいのかMMC

のみなさんのお力をお借りすることです｡牛尾先生と何度かMMcの会合に出席させていただいて､改めてマスコミ界の明治OBの層の厚さを実感しました｡第一線で活躍しておられるみなさんの戦列に我が学部のフレッシュな新卒学生を加えていただくよう是非ご協刀-ださい｡

具体的に申し上げます｡まず､

学生のOB訪問をこ許可-ださい｡またインターンシップに積極的にご協力-ださい｡そして是非とも試験を受けさせその能力を見ていただきたいと思います｡もちろん

気運の醸成を推進していただきたいと念顕します｡

更に一段と深化した考え方とし

て､｢学内外｣　の評価に耐えられる著名な学科別の教霞陣の育成強

化､招増の世論づくりに努め､学問的にも､就職的にも大きな魅力となるよう燃えようではありませんか｡そして､他の団体の羨望の的になるように切磋琢磨し､学生から団塊の世代､シニア時代と年齢を超えた価値観を共有したマスコミクラブを構築していただきたいと念じます｡

ないような媒体です｡マスコミの垣根領域がどんどん変化してい-予感をさせる時代ですが､結局人つながりという価値は変わらないとも感じています｡マスコ-界明大OBの良いところはマスコミの垣根領域か変化していこうとも､そこをカハ-できる幅広い業界に人材がいる事ではないでしょうか｡

卒業から約年､当時考えもして

いなかった音楽という領域で仕事をする事になりましたが､各界で活躍されているOBの皆様とこれからも､シャ-ナリスティ覚でご一緒頂きたいと思います｡人生の折り返し点で一からのスタートですが､今後共宜しくお願いいたします｡

敷き思いは､価値観､社会的な

背景等によって各人各様なるのかあるかと思うが､明治大学のOB､oGは母校への熱さ思いを共有し

着実に充実の一歩ずつを｣を合い言葉にさ

ました｡ 7月7日の放送を皮切りに､アナ

広告､プロダクションの仝6就職セミナー｡

垂二百両頭司
や各種親睦イベントと盛りたくさん｡運営

れた方､ありがとうございました｡そんな

きました｡

就職セミナーを終えたあと､何

人かの学生からメールが来た｡
(お話しを聞いて出版の魅力を

知ることができた｡自分も編集者になっていい本をつくりたい｡今度ぜひOB訪問をお願いします)
みんなだいたいそんな内容だっ

たと思うが､その後､実際に尋ねてきた学生はいない｡いや彼ら彼

のである｡

今､私は児童書の編集をしてい

る｡作家の信頼を勝ち得て原稿をいただく｡売れっ子の作家ともなれば出版各社の取り合いだ｡そうした中でいかに私という人間を気に入ってもらえるか｡そのために､毎日のように手紙　(メール)　を菖いたり､電話で話をしたり｡まるで高嶺のあの子にプロポーズしているみたいだ｡

就職活動だって同じだと思う｡

いかに自分を気にいってもらえるか｡奥手よりは厚かましいぐらいがいい｡明大生ならではの､爽や

いる項からMMCのセ-チ-に参加させていたたきへ本当に沢山のことを学ばせていただきました｡マスコミのことを何も分からず､どうしたらいいか暗中模索の状態でしたが､実際の現場でこ活躍されているOBの方々のお話はとても貴重で､一字一句逃さない様に必死にノートをとらせていただきました｡何より同じ大学の先輩方のお話ということで､そのお話と輝-姿に毎回感銘を受け､

私は将来マスコミ開催の仕事に

就きたいと幼い頃から思っていましたが､その為に学生時代何をす

大学に入って本当に艮かったな｣といつも感じておりました｡

その私が今､この原稿を書かせ

ていただいていることを本当に光栄に思っております｡未だに信じられない気猪ちです｡明大生とし

部も明治の名に恥じぬ人材を育て送り出したいと思います｡
マスコミ業界は依然､早稲田の

天下です｡何とかみなさんとのスクラムによって風穴を空け､マスコミ業界に紫紺の旗を掲げようではありませんか｡ご協力なにとぞよろし-お願い申し上げます｡★情報コミ三一ケ-ション学部学生のOB訪問やインターンシップにご協力いただけるかたは､是非､左記までこ連絡-ださい｡
《大黒岳彦　(たいこくたけひこ)

◆大学=〒mI----千代田区神田駿河台1--明治大学研究棟509号◆自宅=〒210-1---千葉県印西市原-i--p---◆電話--476-47--876◆Eメール=kyoro@da2so･
netn①壱》れていた米澤仁次さん､古清美丁子さんにはOB訪問の機会を設けて頂き､また懇親会では先輩方に激励やアドハイスをた-さん頂-ことができました｡そして奮闘すること数カ月､やっとのことで内
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MMCの2005年は｢着実に充実の

まざまな活動を展開しました｡ 7月

ワンサー､出版､新聞､広告､プログ

さらにMMCセミナーや各種親睦イ

推進の方､参加してくれた方､あり

皆さんにご寄稿いただきました｡

度ぜひOB訪問をお願いします)
みんなだいたいそんな内容だっ

たと思うが､その後'実際に尋ねてきた学生はいない｡いや彼ら彼女らを責めるわけではない｡奥手なんだなあへ　とちょっぴり残念な

就職活動だって同じだと思う｡

いかに自分を気にいってもらえるか｡奥手よりは厚かましいぐらいがいい｡明大生ならではの､爽やかな押し出しの強さに期待している｡

てほしいと思います｡

駿河台に都心大学としての偉容

を誇る立派なハードは構築されました｡日下､緊急の課題はソフトの充実です｡校友の諸兄姉の間では異口同音に話題になりますが､話題として終わってしまい､具体策について検討がなされず､所謂ポピュリズム的傾向に流されてはいないでしょうか｡

そこでへ　MMcの諸氏にお願い

したい｡会員諸氏は､各社会のオピニオンリーダーです｡したがって､あらゆる機会を通じて｢明治｣の話題となる点を情報発信していただきたい｡明治大学出身のマスコミ人は､学校と一体となって文字通り校友の中核として　｢早慶｣へのキャッチアップ対策としての

私のMMcデビューは平成12年
番のゴルフコンペでした｡当時文化放送デジタル開発室に在籍していましたが､きっかけは直属で就かせて頂いた事のある明大の先輩でもあった申出僧二郎フジテレビ専務(当時)が前年末に他界され､追悼の意味も含めてお声掛け頂いた事でした｡

この4月29日に春の叙勲受章者
が発表され､明治大学の元学長･名誉教授の岡野加穂留氏(52年政経卒)　が教育研究功労により瑞宝重光章に選ばれた｡

岡野氏は教授･政経学部長時代

に､政治学者としてマスメディアにも活発に登場｡またへ　ラグビー部部長として長年にわたり北島忠治監督とタッグを組み､明大ラグビーに黄金期をもたらした｡

MMcではその創立時から顧問
を務められ､母校愛に満ち満ちた叱咤激励の言葉が会員たちに活力を与えている｡

その後MMcへの参加も少し遠

のいていたのですが､昨年夏に会社を設i>したのを機会に又会合に参加させて頂いています｡

現存の会社は歌手･作曲家の中
西圭三氏とビクター､ビーイング､コロンビアでディレクター･作詞家として活躍した三枝幸子さんの-人で設立し､音楽制作･プロダクションマネージメントを業務としています｡

昔スタジオと言えばラジオ収録

スタジオでしたが､今はレコーディング･リハーサルスタジオという年酒を送っています｡

前出の小川町さんはよ-｢常にジャー

ナリスティックであれ｣と言われていましたが､｢報道｣　という慧味ではな-音楽もエンタメも生活情報もジャーナリスティックでなければならない事を痛感しています｡

勿論アーティストマネージメン

トも同様で､中西圭三氏のプロダクションとしての窓口も昨年末から私ともになっており､良い歌を歌ってもらう良い曲を作ってもらうためにはいかに良い環境を準備出来るかが問われる琵日です｡
この-月からUsENの運営す

る　｢GyaOL　12ch映像プロクに番組の提供を始めましたが､白身が局に在籍していた項想像も出来

私は将来マスコミ関係の何事に

就きたいと幼い頃から思っていましたが､その為に学生時代何をすればいいか分からず迷う時期が多-ありました｡その中で明治大学に入ることを決めたのは､｢明治大学なら規模も大き-マスコミのoBの方も沢山いる｣という､受験時の講師の言葉からでした｡

明治大学に入学し､和泉校舎に

その私が今､この原稿を書かせ

ていただいていることを本当に光栄に思っております｡未だに信じられない気持ちです｡明大生としての誇りをいつも持ち続け､これから社会人､マスコミ人として精進していきたいです｡お世話になったMMCに本当に感謝の気持ちで一杯です｡セロからのスタートで
すか､これからも先輩方にご指導頂けたら幸いです｡

田還鉦頓聴聞｡鎮謡曲　問

穂書きなどた-さんの経験を積むことができました｡

そして-回目(といっても実際

は1回日なのですが)　の就職活動が秋口から始まり､MMCのセ-ナーにも多-適い､

て頂き､また懇親会では先輩方に激励やアドハイスをた-さん頂くことができました｡そして奮闘すること数カ月､やっとのことで内定を頂-ことかできました｡

最初は不安もありましたが､研

修､インターンを通して､それは希望やワクワク感に変わっていきました｡｢社内ペンチャーであっと驚-ような新鮮で魅力的な事業を起こしたいILという途方もない夢を近頃､抱き始めたりしております｡

先日､-月27日に卒業式を迎え､
晴れて4月から社会人生活のスタート｡明治大学での-年間､そしてMMcで培ったことや'学んだことを活かして､精進していこうと思っています｡何卒､今後共一層のご指導ご鞭接を賜りますよう宜し-お願い申し上げます｡

瑞宝重光章に輝いた
岡野加穂留顧問

｢休学しよう｣　と突然思ったの
は､大学-年生の冬でした｡ついこの間まで仲良く遊んでいた友人たちが秋頃から一斉にリクルートスーツに衣替えをし始め､人に伝える仕事がしたいというおぼろげなピジョンしか描けていなかった私は､そのまま就職活動ができずに､コックのアルバイトと､音楽活動に明け暮れていました｡

そうこうしているうちにみるみ

る時は過ぎ去っていきましたが､年明けに学校が始まった頃､たまたま通りかかった神保町駅の構内で､宣伝会議が出版している編集会議という雑誌が運営する｢編集･ライター養成講座｣の広告を発見｡但し開講は4月からとのこと｡日程的に学校と両立することが不可能に近-､一晩考えて､翌日､事務室に休学届けを申し込みにいきました｡

それから約-カ月､がむしゃら

になって勉強し､終了後は紹介で編集プロダクションでアルハイトをし､週刊誌の取材やWEBの原

新聞業界に進むにあたり大きな
目標が一つあります｡｢死ぬまで勉強し続ける｣ということです｡

アントニオ猪木は言いました｡

｢人は歩むのを止めたとき衰えて
いくもの｣だと｡学ぶことを止めないかぎり人間は成長し続けることができると思います｡マスコミ業界というのは一生涯､学ぶ機会

を広-潔-与えて-れると信じています｡学校では教えて-れないことを自分で発見し､分析､解決するという真の　｢勉強｣をし続けながら生きたいです｡どんなに困難なことや､不条理なことが起こったとしても必死に生きて生きて生き抜いて､人間の高みを目指し働-ことを誓います｡

まだまだ､社会に出ていないひ

よっこですけれども､数十年後には諸先輩方に追いつける人間になりたいと思います｡今後ともご指導ご鞭魔のはどよろし-お願いいたします｡

1月20日銀座でビアパーティー
今年3回目を迎えるサマービア　交差点を見下ろし､真向かいには

パーティを､7月20日(木)夜､　和光の時計台と三愛のネオン｡全｢銀座スターホール｣　で開きます｡面に広がる光のイル-ネーション

銀座-丁目･日産ギャラリーの　を借景に飲む冷たいヒールは格別｡

真上､巨大なガラス窓から4丁目　詳細は鋭意企画中です｡
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今年の冬はやたらと寒い日が続

き､果たして-月3 1日に桜が咲くだろうかと大変心配であった｡ところが例年よりも-週間も早い開柁宣言､当日は満開､快晴無風と

絶好の日和に恵まれた｡

当初､多-の参加者を見込み7

組予約しておいたが残念ながらドタキャンも多数出て､16人4組と少し寂しいコンペとなってしまった｡期末の月末ということも影響したのかもしれない｡

しかし競技の方は熱戦が展開さ

れた｡ピンポジションが非常に難しいセッティングになっており､それでな-ても難しいこのコースを一段と難しくし､3パット､4パットも続出した｡同じハンカーで8打も打ったつわものもいた｡スコアも全員がいつもの実力が出ず､伸び悩んだ｡それでもいつもながらの楽しいコンペとなった｡

今回初参加の若手?の大林さん

が初優勝を狙い相模カンツリーに挑戦したが､あえなく敗れ､次回の雪辱を害っていた｡その中でポー

優勝カップは前回優勝者大西さんから新チャンピオン堀さんへ

MMC観桜ゴルフコンペ成績表(オネストジョン方式)

ムコースの利を生かした堀さんが久々の優勝をさらった｡

また恒例の京都の
武内裕さんより賞品

(清水焼)　寄贈があ
り､夫婦茶碗を優勝者の堀さん､コーヒーカップをブービー賞の斎藤さんがそれぞれ獲得した｡

(輪郁太郎MMC副
会長-64年･商)

明大マスコミクラブ　2005年会計報告
く収入の都〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥ 2,287.803
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次回､秋のゴルフコンペは下記

の日程での開催が決定｡これもまた挑戦のしがいかあるコースのよ

うだ｡ぜひ大勢の方かたの参加を期待したい｡

◇　　　◇

●日時　10月26日　(木)●場所　グレートアイランド

ゴルフクラブ　(千葉煤)

●お申込･お問合せ-幹事･猪野携帯090-4380-0423Eメール　nobashHn㊥pi①S?netneJp

MMc情報伝言板

Eメールアドレスのご登録を!

配信希望情報も随時受付中!
MM C会員相互の情報交換の場である｢情報

伝言板｣が好評です｡

その他､ MMCの各種情報も随時Eメールに

てお送りしておりますので､ Eメールアドレス

を､是非こ登録ください｡

また､ MMC会員に情報を配信したいかたは､

配信要領をこ参照の上､こ連絡ください｡

S Eメールアドレスのご登録方法

必要事項を明記の上､下記のメールアドレス

まで送信してください｡

◆送信先　ssawada@k7diOnneJP

◆必要事項　氏名･学部･卒年･ Eメールアド

レス

S配信要領

〔目　　　的〕

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7こく｡

〔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@k7diOnne｣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〕
◆会員の多くにメリットある情報でおること｡

◆それぞれに主義･主張を痔つマスコミ人に配

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･返信先は盾報提供会員または､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｡

2005年　活動実績

名名名名名名名名名名名名

新年総会

観桜ゴルフコンペ

MMCセミナー　牛尾助教授

就職セミナー｢放送｣

就職セミナー｢アナウンサー｣

就職セミナー｢出版｣

サマーピアパーティ

就職セミナー｢新聞｣

就職セミナー｢広告｣

MMCゴルフコンペ

就職セミナー｢プロダクション｣

MMCセミナー　S Pi丸田氏

忘年会

年会費4000円

納入のお願い〃‥

MMc会員の皆さん､年会費納
入をお願いします｡名簿総数--8｡会計報告に記載の通り､会費納入者は168人､31%です｡しかも､発足時から-年間未納のかたが1-0人以上｡会の榎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

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

4月末時点で今年度の年会費納
入の確認がとれていない会員の方々には､郵便振替用紙を同封させていただきました｡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'郵便振替用紙をご利用の上へ　今すぐ郵便局にてこ納入-ださい｡


