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銀行も倒産の恐れ
４

限が訪れる総額は二十兆円だとい

る︒日銀の推測では︑今年中に期

い﹂と分析した後︑秋元氏は﹁だ

きるかといえば︑これはできな

﹁これらの巨額の償還額を消化で

大量の不良債権を抱える銀行が

月︑英国の経済専門紙﹁フィナソ

で﹁四十二−五十六兆円ある﹂と

いい︑大蔵省当局が強く否定した

シャルタイムズ﹂は日本特集の中

にもかかわらず︑その後も同様の

同級は数字の根拠について大蔵

特集を行ったと指摘︒

りなどで銀行の担保がどんどん目

点について秋元氏は地価の値下が

てこよう﹂ ﹁その一方で企業は手

ならなくなる︑というところもで

に︑新たな債券を発行しなければ

不況︑六月危概説に焦点﹂と銘打った第五回月例会は︑講師に評論家

持ちの株を放出せざるを得なくな

とすると企業は借金を還すため

の秋元秀雄氏を迎え一月二十八日︑明大大学会館で聞かれた︒一月例

減りしており︑不良債権は増え続

るだろう﹂と予測した︒

省の内部資料を分析しての結果だ

会はテーマがタイムリーなことも手伝って︑参加者は三十一人とこれ

け︑﹁近ごろでは︑同誌の数字は

と自信を示しているという︒この

までの最高を記録するなど盛り上がりをみせた︒秋元氏はこの中で︑

当たらずとも遠からずというのが

いて大蔵省は七−八兆円程度との

中し始め︑六月にはピークを迎え

ト償の償還期限が三月ごろから集

企業が先を争って発行したフラン

一方︑資金確保の手段として各

を強く指摘した︒

文字通りウルトラ不況であること

始ている﹂と述べ︑今回の不況が

くつかの中小金融機関の面倒をみ

資を実施したが︑この他にも﹁い

日銀は先に太平洋銀行に緊急融

︒

今日の不況が︑これまでと大きく異なる局面として①銀行が抱える巨

常識となっている﹂と語った︒

見方を示した︒ところが︑昨年六

らしていた︒
秋元氏は﹁日銀では在庫調整が
︵景況の︶目鼻ぐらいはつく﹂と

楽観的な見通しを示しているがと

≒万ぃ芳︑Ａ︑２台︲︲衝一こ出る月．Ｉ;S i)

や広告研究会など学生に門戸を開

放することと︑﹁アイデア︑参加

者呼び掛けなどで会員の皆さんに

協力をお願いしたい﹂と月例会担

る︒

当の河井︑松永両氏は訴えてい

ゲストは﹁時の人﹂中心に
出によってかろうじて景気を支え

ソト債償還の

良債権とワラ

にしようとしない問題として︑不

いにくく︑マスコミも余り明らか

な時点でいち早く︑作家の藤原智

は芥川賞の受賞直後というホ″ト

品″ともいえるのが月例会︒昨年

新生ＳＭＣの活動上の″目玉商

な講師陣を実現したいとしてい

ポーツや文化・芸能分野など多彩

者︑在日外国プレスの知日家︑ス

れる人︑話題の雑誌編集長や執筆

の専門家でユニークな意見で知ら

著名な経済人や評論家︑各分野

こんな中で政府も口に出して言

二点を指摘

美氏を招くなど︑これまで四回開

トレンド予測

次回の第六回月例会は二月二十
実させるべく︑月例会担当とし

く︑首都圏の話題のスポットやイ

いて講演する勉強会形式だけでな

また︑大学に外部から講師を招

行う︒

トレソソ予測﹂についての講演を

ことしはさらに月例会活動を充

催した︒
大変深刻な問

だ︒①話題性のある﹁時の人﹂を

ては次のような方針で臨む考え

ベントを見学するなど﹁外に出

とにかく参加者が一人でも多くな

流れの行方″を分析する︒

変する米国社会と日本の″新しい

﹁環境﹂︑そして日米構造協議︒激

キーワードはクリソトソ世代と

ーの豊島弘氏を講師に﹁九三年の

招く︒②政治︑経済分野だけでは

四日︑マーケティング・プランナ

た︒

の念を示し

なく︑広く社会全般から候補を選

る︒

バブルの崩

だわらない１の三点である︒

定する︒③ゲストは明大ＯＢにこ

壊などで銀行
が持っＩている
不良債権につ

月例会を充実させるためには︑

る﹂ことも企画中だ︒

題だ﹂と危ぐ

次回は93の

ているのが現状だと強調した︒

の設備投資が冷え込み︑好調な輸

ることが大前提︒マスコミ研究会

予想以上に進んでおり︑今夏には

と呼ばれる金融危機の実態を明らかにするとともに︑改めて警鐘を鳴

額の不良債権②ワラソト債の大量償還ｊの二点を挙げ︑六月危機説

﹁銀行の一つや二つは潰れてもおかしくない﹂︱︱︱︒﹁平成ウルトラ

秋元秀雄氏が緊急分析

平成ウルトラ不況を突く

し︑﹁これは

熱っぽく語る秋元氏
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作家︑藤原智美氏が講演
第三回月例会は去る九月二十四

り切れの盛況ぶりだった︒
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ＳＭＣニュースに目をやった︒モ

ずいな﹂とそばに置かれた前号の

といった光景を見

ソツに乗り込んで
携帯電話をかける

藤原氏は﹁白いベ

ある都市的環境の中に入れたらど

にしてキごフクターーをつくって︑

しては﹁主人公をなるだけ若い人

が運転士﹂だという︒

長名は個人とするが︑会費は会 佐

られ︑法人特別会員は登録する会 組

特別会員には法人と個人が設け は

に賛同する明大ＯＢ﹂としている︒と

ており︑特別会員は﹁ＳＭＣの趣旨 富

別会員の勧誘に努めるほか︑松

赤羽氏は宇井理事を助けながら

することになった︒

致づくりを担当︑河合理事を補

これら幹事団の結成に向けての

されており︑三人のうち野中氏

忿置くことができる﹂ ︵10条︶

５ＭＣ規約では﹁各社ごとに幹

ていると空しくな

うなるかといった″理科実験的な

社︑団体が負担する︒個人特別会

細創案は全部で七項目からなっ

った︒社会の中で

小説″を書いてみたい﹂と意欲を

こんな記事が社団法人﹁日本パブ

会費は法人が年間五万円︑個人 で

は︑年一回の総会をはじめ︑月例 ︱

が二万円とし︑これらの特別会員 い

明大ＯＢの親睦団体︒明大ＯＢな

たこともあって︑とくに広告界で

ーナリストクラブという名称だっ

方を回ることが多く︑各地で活躍 竣

となった宇井女史は﹁仕事がら地

これに関連して︑特別会員担当

席することができるという︒

会︑懇親会などＳＭＣの行事に出 ｇ

はその存在がほとんど知られてい

するＯＢに接する機会に恵まれて 一
いる﹂と説明︒

く機会はないかと質問されること ｈ

し︑マスコミ現場のＯＢの話を聞

﹁なかにはＳＭＣに興味を示 ｀

し⁝⁝﹂と強くＳＭＣへの入会を

多く参加していただくことを目指

ｆ

もある﹂といい︑特別会員の勧誘 心

に意欲を示していた︒

る︒

名簿点検は年２回 一

さまざまな団体にとって会員名

つだが︑このほど名簿担当とな

の管理︑点検は︑最重要課題の

た木元氏は﹁年二回の点検を実

ずる﹂考えを明らかにした︒

木元氏は最近︑時間的にもゆと

・ができたとして︑年二回︑具体

１１１には五月総会と秋にメこハー︒
エックを行いたいと強調︒

現在︑会員として登録されてい

ゐは約五百六十人だが︑このう

ら大半は年会費の未納者で︑Ｓ

一Ｃの財政にも少なからず影響を

これらの会員の中には当初から

行動する役員づくりを進めてい

している︒

度も会費を納入したことがない

三人は野中氏のほか︑ブレーソ

なお︑会員名簿に関する問い合

るＳＭＣは十二月二日の役員会

特別会員制度の運用細則案が昨

フォーラム社長赤羽良剛︑ニュー

は〒104東京都中央区銀座４の14

Ｉスもある︒こうしたことから

年十一月四日の役員会でまとまっ

ズワーク社長松永周作の各氏︒Ｓ

で︑懸案の若手会員獲得作戦の一

︲︲︲ 法人５万円︑

ているという︒

ター﹂は毎月会員企業に送付され

は会員数約五百で︑﹁ニューズレ

松永氏によれば︑日本ＰＲ協会

呼び掛けている︒

の存在を知らないＯＢに一人でも

ＳＭＣへの改称を機に﹁ＳＭＣ

なかったのが実情﹂と自己分析︒

次いで︑これまでは﹁駿台ジャ

ら誰でも入れます﹂と入会案内︒

て藤原氏に万年筆を贈った︒

ＳＭＣでは芥川賞受賞を記念し

最後に今後︑書きたいテーマと

歯車になって︑地

氏は河合理事を補佐し︑協力し

すると一四

リック・リレーショソズ︵ＰＲ︶

に個人とするものだ︒

を

％︒ポ ︲・カー

協会﹂の会報﹁ニューズレター﹂

月例会の充実を図ることにして

員の場合は登録名︑会費負担とも 絲

︹

示していた︒

一

味な仕事をしてい
る人を書いたものが全くない︒こ
れではいけないと思って書いたの

に例えると︑

会員の獲得の手助けになれば︑と

た︒マスコミ関係以外にも何らか

ＭＣでは組織の硬直化を強く懸

・会員に対し︑今後も会員を﹃継
るのと同じで

以前からメこハーとなっている日

の形で﹁門戸開放を﹂との声に応

電話０３︵３５４５︶１４３１へ

・11 ﹁⁚ビル北伸水産内木元尚男

博史氏ら三人を新理事とすること

︵私の受賞は︶

本ＰＲ協会の会報に投稿したもの

じて︑具体的な運用の検討を続け

念︑現状を打破するためには新規

環として日刊工業新聞記者の野中

ないに等しい

だ︒効果はテキメソで︑大学広報

会員の獲得が不可欠で︑特に若手

︲︲︲
個人は２万円
一
特別会員の年会費

状態﹂だった

部内のＳＭＣ事務局には早くも問

ていたものだ︒入会金はなく︑法

会員の増強が組織の活性化につな

白

と話してい

い合わせのファクスが相次いだ︒

人特別会員の年会費を五万円︑個

がるとの認識で一致していた︒

これは松永理事が︑ＳＭＣ新規

た︒

﹁ニューズレター﹂によると︑

なっている︒

人特別会員が二万円とするなどと

ＡＸ０３︵３５４５︶１４３５ま

た名簿の総点検を実施すること

﹁運転士﹂

して広告界ＰＲの一線で活躍する

ＳＭＣは﹁新聞︑放送︑出版︑そ

﹄するか︑﹁退会﹂するかも含

を書き上げる

を決めた︒

勤朧について

アができてい

一月号に掲載された︒

﹁明大出身者はいませんか﹂１

PR会報で呼び掛け

藤原氏は開ロー番︑﹁こりやま

に芥川賞作家の藤原智美氏︵昭和

日︑東京・駿河台の明大大学会館

五十四年政経学部卒︶をゲストに
らで︑﹁これは記者会見の時の写

こに藤原氏の写真が載っていたか
真ですが︑きょうと同じスーツで

迎えて聞かれた︒藤原氏は受賞に

す︒せめて︑ネクタイぐらい違う

至るまでのエピソードや今後書き
たい作品の構想などを︑とつとつ
ものをしてくればよかった﹂と藤

とした語り口で披露してくれた︒
また︑講演後︑別室に設けられた
原氏︒
わなかったという藤原氏だが︑

それまであまり服装などはかま

祝賀パーティーでは︑参加者の求
めに応じて︑いっしょにカメラに
おさまるなど大サービス︒そんな
かあるといわれていたため︑夏の

﹁七月十五日に︵受貧者の︶発表

局で事前に用意した受賞作﹁運転
バーゲンで今着ているスーツを買

きさくな人柄も手伝ってか︑事務
士﹂の直筆サイン本はたちまち売
った﹂︒
﹁ただ︑当
時は七人が候
補に上がって
おり︑確率に

｢明大OBはいませんか｣
いきなり２ペ

気軽にカメラにおさまる藤原氏（左端）
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２
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ス
‑

ＳＭＣニュ

‑

大学理事会と
初の懇談

会とＳＭＣ役員会の意見交換会が
オープンにする﹂と強調 聞かれ

は﹁決定︑立案︑執行の三過程を

にどの案を採用するかに当たって

うかそうしたメソバーとは年会費

は︑正会員というか一般会員とい

なればと願っている︒特別会員

事上でもつながりが出来るように

れらの特別会員が交流を深め︑仕

に︶入れていくことを早急に検

は銀行の自動振替用紙を︵ＤＭ

る︒このため︑今後は郵便局又

ないか︒

が面倒だという人もいるのでは

クラブを運営するに当たって

るものと期待している︒この結

充とともに財政基盤の充実が図れ

討したい︒

岡野体制になって初の大学理事

十二月八日︑東京・駿河台の明大
た大学づくりについての決意を表

も別枠で定められており︑組織拡

欠かせないのが︑しっかりした

llllllllllll1111111111111dlSSIH1111111111111.
１

大学院会議室で聞かれた︒この席
は︑再開発に当たっては︑単に学

明した︒これに関連して遠井理事

を対象とした本格的な生涯教室と

生だけにとどまらず︑一般社会人

田中氏 その話はよく耳にす

た﹁キャンパス≒フラソ﹂なども

で大学側からは二十一世紀に向け
明らかにされ︑母校の輝く未来に

また︑大学のセレモニーとして

クラブの運営にも少なからぬ支

ーレイ″会員︒そうしたことが

組織拡大と不可分の問題だ︒昨

田中氏 財政基盤の充実は︑

談の場は︑山本進一学長時代の昭

ます︒

をつくるためにご支援をお願いし

ひご協力ください︒よりよい紙面

の編集経験者がおられましたらぜ

す︒新聞社の整理経験者か雑誌社

毎回苦心するのは﹃割り付け﹄で

ニュ１スを作成するに当たって

けない︒

になる﹂組織にならなくてはい

れにしても﹁母校にとって頼り

ドバイス﹂がぜひ必要だ︒いず

職を希望する﹁後輩に対するア

それと︑マスコミ業界への就

くこと﹂が必要だ︒

﹁ＳＭＣへの帰異心を高めてい

イベントをやることによって

とで組織は強くなる︒いろんな

食べ歩き︑など親睦を深めるこ

ゴルフコンペや飲み会︑温泉

おりといったものができてこよ

り︑新しい関係︑仕事でのかか

業種″が入ってくることによ

これからは企業広報など″異

だけで﹁横の連絡が弱かった﹂︒

田中氏 従来は年一回の総会

したいと思っているか︒

︱最後にＳＭＣをどんな形に

い︒

きちっとした対処をしていきた

いっても︑不公平惑のないよう

いている会員に対する責任から

会費をきちんと納めていただ

対するＳＭＣ役員の期待感は一段

財政基盤︒ＳＭＣの登録会員は

は欠かせない卒業式と入学火につ

今年の卒業火には︑卒業生であ

年の総会で平成五年度から年会

果︑新しい企画も実現できると思

いったカルチュアーセソターなど

の︑その大半は会費未納の″ユ

五百六十人を超えているもの

と高まったようだった︒
も構想に描いていることを明らか

財政確立訴える田中理事

にした︒

この日の交換会には理事会側か
担当理事︑遠井昭夫財務担当理事

ーレイ″会員対策を含め︑﹁健

障を及ぼしている︒そこで″ユ

ら岡野加穂留学長︑鈴木俊光学務
ら七人が出席︒ＳＭＣからもハ人

いては︑とかく﹁型苦しい﹂﹁つ

全な財政基盤を確立するために

まらない﹂などの声が聞かれる︒

この中で岡野学長は︑明治は都

これらの声に対し︑岡野学長は

担当理事の田中克人氏に直撃イ

はどうすべきか﹂について︑財

してもらっている︒厳粛な中にも

﹁火を考える協議会を設けて検討

た地域での街づくりの中で考えな

ンタビューを試みた︒
−どのようにして財政の充実

これまでとはひと味違ったものを
とチエを出してもらっている﹂と

るＮＨＫアナウンサーの桜井洋子

を図るか︒

さんが総合司会を担当するとの話

話していた︒

をかけて欧州スタ

ＪＲお茶の水駅は総工費三百億円
イルのレンガ造り

和五十八年ごろ︑年数回︑持たれ

田中氏 当初参加した人たち

って会費収入は少なくとも現在 う︒

費六千円と決まった︒これによ

た﹂と語った後︑

入だ︒ＳＭＣとなったことで︑

に︑改めて納入してくれるようＤ

理事会側とマスコミＯＢとの懇

も出ているそうだ︒

岡野学長は﹁そう

ていたが︑﹁明治大学マスコミＯ

企業の広報︑宣伝担者などを含

Ｍを出して呼び掛けていく︒

１会費の未納者が相当数にのぼ

なると︑明大とし

Ｂ懇談会﹂がその後︑発展的に解

めた広い意味での情報関係の人

知らせてください︒また近々行わ
れる催し物︑最近出した出版物な

する意思はあるが︑納入の手続き

いわれる人の中には︑会費を納入

−いわゆる″ューレイ″会員と

るといわれてい呑が︒

ても︵老朽校舎の

消し︑﹁駿台ジャーナリストクラ

たちに特別会員になってもら

ｘ
−ヽ

月例会を媒介として会員とこ

もうＩつが特別会員制度の導

建て替えで︶みみ

ブ﹂ ︵ＳＪＣ︶となってからは中

の二倍になる︒

っちいものは建て

断状態が続いていた︒
を契機に︑﹁新生メイジ丸﹂を側
願

をお待ちしております︒書評も無

年までに︑各方面

お

料で掲載します︒宛先は大学広報

面から支援していく方針から大学

今回の意見交換会をスタート台

ることになっています︒ところ

部内ＳＭＣニュース編集担当︵荻

からいろんな意見
ランド・デザイン

にして︑今後は年に数回︑交換の

が︑肝心の原稿がなかなか集まり

須︶までお願いします︒

ど何でも結構ですから﹃お便り﹄
を作ることにして

場を設けるよう改めて近く大学側

良Ｉん︒会員の皆さんに改めてお

ＳＭＣニュースは年四回発行す

いる﹂と説明し

願いいたします︒近況などをぜひ
その際︑最終的

に要請することにしている︒

側に申し入れたものだ︒

今回は岡野執行部が発足しだの

られない︒そこで

えることになっ

の駅に近く建て替

世界最大規模の古本良樹もある︒

﹁ここにはニコライ堂があり︑

くてはならない﹂と述べた︒

には﹁御茶の水から九段まで含め

市型大学として駿河台に残るため

の役員が顔をそろえた︒

ｓ

回診1昭]囚
ロ回咄EE図

た︒

を出し合って︑グ

再来年の一九九五

展示された大学再開発の立体モデル
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Ｎ０．
ＳＭＣニュース

母校の未来に期待感

一

アルバイトを通じて報道機関に敵

ックだった︒その後も世論調査の

意をあらわにする人が決して少な

ていただけに︑彼女の発言はショ

業に巣立っていく︒そうした中か

春の訪れとともにことしも母校

井田はシャッターに自らを賭け

ら今回は河野︑吉田の両君に登場

三回目の持ち込みで初めて﹁ゼ

た︒﹁三年間やってみて︑ダメな

平成元年十一月︑ついに退職︒

の熱き闘いを追い
らカメラを捨てる﹂と決意を固

くないことを身をもって学んだ︒

ラガーメンたち
続ける男がいる︒

願い決意のほどをつづってもらっ

から多くの後輩がマスコミ情報産

井田新輔︒三十二
め︑撮った作品を出版社に持ち込

た︒

呼び捨てをやめたなどということ

れて久しい︒紙面の中で被疑者の

その女性が言うには︑彼女の父

は︑あくまでも表層的なものに過

ュのもらえる仕事﹂にありつい

歳︒フリーのカメ
んだ︒紹介者でもあれば別だが︑

報道と人権の関わりあいが問わ

ラマンである︒井

友人の友人である初対面の女性

親が以前事件に巻き込まれたこと

″飛び込み″はなかなか信用され
と立ち話をしていたとき︑その女

田は大手企業のサ

という︒当時の月収は四万円だっ

どういう職業に

性が私に将来は

２
た︒両親は一人息子の将来を安

就きたいか︑と

ラリーマンだった
が︑写真への想い

じ︑心を痛めた︒
そんな中︑舞い込んできた仕事

尋ねてきた︒今

権感覚は個々の

に接するときの

記者が取材対象

態度において試

されると私は考

これから地方支局で厳しい記者

える︒

河 野 修 一君︵大学院︶

があり︑報道各社の取材陣に追い

かけ回されたことがあるとか︒モ

ぎず︑本当の人

が断ち難く︑あえ
道を選んだ︒コネ
がドキュメント﹁前へ﹂だった︒

から三年前の夏
﹁新聞記者になりたいんです﹂

質問は鋭く︑物腰は柔軟に

て厳しいフリーの

も何もないまま︑

のことである︒

いきなり飛び込ん

写真のすべてを委された井田は全

だこの世界は︑想
力を注いだ︒

﹁えＩ︒あ

像してはいたもの

らかく︑筆力は今一つでも足腰だ

う︒質向は鋭く︑しかし物腰は柔

々は年間に数百人にもなるであろ

という︒報道というものは社会正

けは強靭な記者に︑私はなりたい︒

生活が始まる︒話を聞きにいく人

義の実現に寄与する素晴らしい職

のときの記者たちのあまりにも横
いの︒やめな

業なのだと私はわりと単純に考え

い︑というジャーナリストになっ

なたどうかし

よ︑あんなヤ

てしまうことが最も恐い﹂と︑Ｎ

柄な態度だけは今も許せないのだ

クザ稼業﹂

ゴは︑今では﹁ジ申Ｉナリストの

ＨＫの面接で私は主張し続けた︒

てるんじゃな

一九九一年六月の雲仙大火砕流

墓場﹂と呼ばれている︒″安全至

﹁雲仙での事故は︑立派な殉職だ﹂

大きな自信を得ると同時に︑業

ニカフォトギャラリーで個展﹁ル

のために︑ＮＨＫではカメラマン

が″平和″の下にあるためで︑喜

上主義″の優等生的発言は︑日本
明大ラグビーを追った作品展だ

ＮＨＫの若いカメラマンが雑誌の

取材するべき対象は何もない﹂と︑

後︑平成三年には東京・新宿のコ

界での一定の信用もつけた︒その

ビコンの流れが聞こえる﹂を開い

とライトマソの二人が殉職した︒
ったが︑会揚には早産のラガーメ

自然災害とテロ・紛争は違うと

数十年のうちに発生が予測され

災のために︑緊

︒一 ている関東大震

をＮＨＫは進め

車や字幕の準備

急放送用の中継

大君︵法学部︶

ころがあるかもしれない︒だが︑危

人の喜びや楽しみ︑悲しみや慟

メラマンが取材に入っている︒

続く旧ューゴには︑明大ＯＢのカ

吉田尚

という考えは変わらなかった︒

この事故の後︑﹁命を賭けてまで
ソたちも多勢︑顔を見せてくれた

インタビューで

ぶべきものなのか︒

た︒

という︒﹇あの時は本当にうれし

ラグビーを追い続けたの﹈は︑

なかった︒

﹁前へ﹂を支えに

の︑茨の道だっ

た︒それでも﹁一生一度の人生︒
チャレンジしたかった﹂という井
田は︑北島ラグビーの″前へ″の
シャッターを押し続けている︒

精神を自らの支えにして︑今日も
井田が明大政経学部を卒業した
のは昭和六十一年三月︒卒業と同
時に大手運送会社に就職したが︒
﹁フォト﹂への夢が捨て切れず︑
休日などを利用してグラウンドに
足を運び︑観客席から撮ってい

何よりも

した今︑この発

険かもしれないから取材しない︑

ている︒紛争が

ＮＨＫ合格

という考えが︑ジャーナリストの

１︲︲︲ ：

時代の目撃者として
答えていた︒
円︒大卒三十二歳の収入としては

言に意気がそが

ＮＨＫに内定

かった﹈と井田︒
だ﹂とい

決して多い額ではない︒だが︑井

現在の年収は税込みで約三百万

ラグビー
が好き
う理由の

しない︒

田は絶対︑不満めいたことをロに

のジャーナリ

れるような想い

ほか︑得

それどころか︑﹁これまでいい

ストが︑麻薬

がする︒コロンビアでは︑数十人

った﹂と常に周りへの感謝の気持

人と機会に恵まれ私はラ″キーだ

哭を今日に伝え︑明日へ残すた

もりた方
がアピー

責任を放棄したものであることに

めに︑時代の目撃者としての責任

組織のテロに

は変わりかないだろう︒﹁火砕流

を忘れない︒そんな井田の夢は写

も銃弾も恐いと思う︒だが︑危険

ルすると

だから現場に行かない︑取材しな

を︑私も果たしていきたいと思
が続く旧ユー

ている︒内戦
︵敬称略︶

真集を出すことだ︑という︒

よって死亡し

思ったか
らだと井
田︒

−

づった単行本︒モこにそう人する

●皿

北島忠治監督のラグビー人生をつ
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