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NPO法人 放送批評懇談会
題字・清水英夫

ギャラクシー賞贈賞式
開催迫る

テーマに、
「月下虫音」
（ＬＯＶＥ
ＦＭ）
、
「恋する動物園☆」
（栃木放
送）
、
「只今いきものんちゅ」
（琉球
放送）
、
「Ｒａｄｉｏ Ａｑｕａｒｉｕ
、
「朝の小鳥」
ｍ」
（ＦＭ ＦＵＪＩ）
― 月理事会報告― （文化放送）を聴取し議論を交わ
した。
〈ＣＭ部門〉 服部委員長
２０２２年５月 日、５月理事
・５月 日にリアルにて定例会を
を論考する。ともに詳細を鋭意検
会をＺｏｏｍミーティングにて開
開催し、 作品のＣＭを視聴した。
討中。
催した。
アース製薬「愛のサラテクト」
、Ｊ
◇選奨事業委員会
１．委員会活動報告
Ｒ 東 海「 い ざ い ざ 奈 良 」
、 コ カ・
各部門の大賞、優秀賞を理事会で
◇出版編集委員会 鈴木委員長
コーラ「はじめてのファンタで ＃
共有した。
かぞく入学式篇」などのＣＭが注
・５月 日にＺｏｏｍにて委員会
〈テレビ部門〉 古川委員長
・４月 日にＺｏｏｍにて定例会
目を浴びた。
を開催した。
を開催した。月間賞には、ｔｖｋ
〈報道活動部門〉 茅原委員長
・
「ＧＡＬＡＣ」８月号特集は下
・報告は特になし。
期選考結果および贈賞式リポート。 開局 周年特別番組「ライブ帝国
ザ・ファイナル」
（テレビ神奈川）
、 ◇企画事業委員会 丹羽委員長
表紙は草彅剛さん、ザ・パーソン
・報告は特になし。
ドキュメンタリー「解放区」
「
“ブ
は現役慶応大学生でジャーナリス
◇広報委員会 滝野委員長
ラッド・ゴールド”～アマゾン先
トの小西遊馬さん。
・５月９日にＺｏｏｍにて委員会
住民の闘い」
（ＴＢＳ）
、連続テレ
・９月号特集は「狙え！海外のテ
を開催し、贈賞式担務などを確認
ビ 小 説「 カ ム カ ム エ ヴ リ バ デ ィ」
レビ賞」
「新時代の戦争報道」
（仮
した。今年も受賞者インタビュー
（ＮＨＫ）
、４月度の「映像の世紀
題）の二本立てを予定している。
を実施予定。
バタフライエフェクト」
（ＮＨＫ）
前者は海外で展開されるテレビ関
・４月 日にＨＰオリジナルコン
の４本を選出した。
連賞の実情と受賞経験のある制作
テンツ〈
【座談会】２０２２年春ド
〈ラジオ部門〉 五井委員長
者インタビューで構成する。後者
・５月 日にＺｏｏｍにて定例会
ラマを語る！〉を掲載した。
では、ロシアのウクライナ侵攻を
を 開 催 し た。
「 生 き 物 ラ ジ オ 」を
・第 回ギャラクシー賞について、
中心とする戦争報道のあり方など
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以下の日程でプレスリリースを発表
した。
４月 日第１弾（入賞作品・個人賞・
特別賞・ＤＪパーソナリティ賞）
５月 日第２弾（志賀信夫賞、フロ
ンティア賞、マイベストＴＶ賞グラ
ンプリ）
５月 日贈賞式リリース（プレス限
定・登壇者情報など）
・第 回マイベストＴＶ賞グランプ
リはドラマ特区「美しい彼」
（毎日放
送）に決定。
２．第 回ギャラクシー賞贈賞式の
件
式次第、会場図面、演出方針などを
理事会で共有した。
３．その他
①正会員入会の件
石井育子さん
【出席】音好宏、川喜田尚、藤田真文、
出田幸彦、丹羽美之、鈴木健司、古
川柳子、五井千鶴子、服部千恵子、
茅原良平、滝野俊一、市村元、入江
たのし、奥律哉、国枝智樹、汲田亜
紀子、上滝徹也、小林毅、桜井聖子、
長井展光、桧山珠美、山田健太、中
島好登

今後の理事会
６月 日（日）

会議記録
［ 月］

59

広報委員会
出版編集委員会
（選奨）ＣＭ定例部会
理事会

（選奨）ラジオ定例部会
（選奨）テレビ月評会
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日 
日 

日 
日 

日 
日 

◆ 月理事会報告
２０２２年４月 日、４月理事会を
Ｚｏｏｍミーティングにて開催した。
１．委員会活動報告
◇出版編集委員会 鈴木委員長
・４月 日にＺｏｏｍにて委員会を
開催した。
・
「ＧＡＬＡＣ」７月号特集は第
回ギャラクシー賞発表号。発表ペー
ジの増加分は連載の休載で対応する。
表紙は眞栄田郷敦さん、ザ・パーソ
ンはスローニュースの熊田安伸さん。
・８月号特集も例年通り下期選考結
果発表および贈賞式リポート。
・９月号特集について、前回に引き
続きアイデア出しを行った結果、特
集２本立てを基本方針とし、局の垣
根を超えた共同プロジェクト、日本
と海外の放送関連賞、ドラマやドキ
ュメンタリーの映画化あるいはネッ
トコンテンツ化、ロシアのウクライ
ナ侵攻における戦争報道の検証企画
などがアイデアとして上がった。
◇選奨事業委員会
出田選奨事業委員長より、第 回ギ
ャラクシー賞下期応募状況、入賞作
品の報告を受けた。
〈テレビ部門〉 古川委員長
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・３月 日にＺｏｏｍにて月評会を
開催した。月間賞には、ＮＨＫスペ
シャル「あなたの家族は逃げられま
すか？～急増“津波浸水域”の高齢
者施設」
（ＮＨＫ）
、報道特集「ベラ
ルーシ ルカシェンコ大統領への単
独インタビュー」
（ＴＢＳ）
、よるド
ラ「恋せぬふたり」
（ＮＨＫ）
、ノイ
タミナ「王様ランキング」
（フジテレ
ビ）の４本を選出した。
・４月 日にリアルにて選考会を開
催し、入賞作品 本、個人賞、特別
賞、フロンティア賞を決定した。
〈ラジオ部門〉 五井委員長
・４月 日にリアルにて定例会を開
催した。ロシアによるウクライナ侵
攻が続いている状況を受け、ラジオ
の報道番組はそれをどう伝えようと
しているのか。
「伊藤洋一のＲｏｕｎ
（ラジ
ｄ Ｕｐ Ｗｏｒｌｄ ＮＯＷ！」
オＮＩＫＫＥＩ）
、
「渡部陽一の 明
日に喝！」
（ニッポン放送）
、
「ダイバ
ーシティーニュース」
（茨城放送）を
聴取し議論を交わした。
・４月 日、 日、 日にそれぞれ
リアルにて選考会を開催し、入賞作
品８本およびＤＪパーソナリティ賞
を決定した。
14

19

リ投票を実施中（４月 日～５月
日）
。
２．第 回ギャラクシー賞贈賞式の
件
・４月 日に第一弾リリース、５月
日に第二弾リリース、贈賞式取材
リリースを発信予定。
・司会は長崎放送の村山仁志さん、
フリーアナウンサーの鬼頭里枝さん
に決定。
３．その他
①正会員入会・退会の件
〈入会〉松浦さと子さん
〈退会〉今村庸一さん、関美礼さん、
谷岡理香さん、野田慶人さん
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【出席】音好宏、川喜田尚、藤田真文、
出田幸彦、丹羽美之、鈴木健司、古
川柳子、五井千鶴子、服部千恵子、
茅原良平、滝野俊一、市村元、入江
たのし、奥律哉、国枝智樹、汲田亜
紀子、小林毅、桜井聖子、鈴木嘉一、
長井展光、桧山珠美、山田健太、中
島好登
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〈ＣＭ部門〉 服部委員長
・４月 日にＺｏｏｍにて定例会を
開催し、 作品のＣＭを視聴した。
大塚製薬 ポカリスエット「 Behind
the Scenes of POCARI SWEAT
」
、日清 カップヌードル「カッ
2022
プヌードルＰＲＯ チリトマト出た
篇」
、江崎グリコ カフェオーレ「湖
畔篇」などのＣＭが注目を浴びた。
・４月 日にリアルにて選考会を開
催し、入賞作品 本を決定した。
〈報道活動部門〉 茅原委員長
・４月 日にＺｏｏｍにて選考会を
開催し、入賞作品６本を決定した。
◇企画事業委員会 丹羽委員長
・報告は特になし。
◇広報委員会 滝野委員長
・Ｇメンバーは５３２６名（４月
日現在）
。クレジットカードのセキ
ュリティ対策として３Ｄセキュア
（２段階認証）を導入した。
・４月７日にＨＰ「オリジナルコン
テンツ」に〈
【座談会】２０２２年冬
ドラマまとめ編〉を掲載した。
・
「ＧＡＬＡＣ」６月号に第 回ギ
ャラクシー賞ＹｏｕＴｕｂｅライブ配
信の広告を掲載した。
・第 回マイベストＴＶ賞グランプ
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回答先アドレス kondankai＠houkon.jp
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表現のその奥に目を凝らして
開ける世界
山本 浩

33
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会議記録
（選奨）ラジオ定例部会
出版編集委員会
（選奨）ＣＭ定例部会
（選奨）テレビ月評会
理事会

マイクの前に座り眼前の競技を追
っていた１９７０年代は、人の動き
やボールの行方といった表面的なこ
とばかりが気になっていました。や
がて選手の狙いや監督の思惑にも気
持ちが動かされるようになり、チー
ムの経営者やリーグの思想に意識が
働くようになると、スポーツの世界
がにわかに開けて見えるようになり
ました。
年間の放送局体験を背に大学の
スポーツ系学部の教員になって 年。
学生たちの論文や発表を読んだり聞
いたりするにつけ、放送が番組で試
みているのとよく似た構図を感じる
ことがあります。テレビやラジオか
ら遠ざかりがちな学生には、表現の
奥に隠れているフレームに目を凝ら
せば、必ず新しい発見があると番組
視聴を促しています。その仕組みが
飲み込めたときに、レポートや自分
のＳＮＳがいっそうの説得力を持ち
始めると信じているからです。
孫ほどの学生たちと今日もプレゼ
ンテーション論を繰り返しています。
新 入 正 会 員 自 己 紹 介

［ 月］
日
日
日
日
日

28 26 15 14 11 4

公式ホームページの正会員ページ、

情報更新にご協力ください！

会の公式ホームページには、正会員一覧と会員情報を掲載中です。

情報が過去のものとなっていらっしゃる方は、

更新の手続きをお願いいたします。

事務局あて、変更内容をメールでお知らせください。

ホームページ正会員ページ https://www.houkon.jp/members1/

