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第 回通常総会開催
事業報告、決算、役員案、
事業計画、予算、定款変更承認

指名によって理事長に音好宏氏を
再任し、理事の役職を決めた。総
会を再開して新役員が報告された。
＊新役員は別掲の通り。
第５号議案（２０２２年度事業
計画）
各委員長、副委員長より新年度
の事業計画が提案され、承認され
た。
第６号議案（２０２２年度収支
予算）
事務局長より、総額９１００万
円の予算案が上程され、拍手を以
って承認された。
第７号議案（定款の変更）
小林毅担当理事より定款の変更
について詳細の説明を受け、拍手
を以って承認された。主な変更点
は下記の通り。
・事業年度の変更→４月１日～翌
年３月 日だった事業年度が、１
月１日～ 月 日となる。なお、
事業年度変更につき今年度は４月
〜 月末までの９カ月となる。
・総会・理事会の招集、表決権等
→電子メールなど電磁的方法によ
り通知、表決をすることができる
ようになる。
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◆ＮＰＯ放送批評懇談会
報告）
第 回通常総会報告
中島好登事務局長より２０２１
６月 日（日）午後２時 分か
年度の決算が報告された。
らＮＰＯ法人放送批評懇談会の第
２０２１年度は収入の部では、
回（２０２２年度）通常総会を、 「ＧＡＬＡＣ」の売り上げが予算
新型コロナウイルス感染拡大防止
を上回る成績となった。一方、支
のためオンライン方式にて開催し
出の部ではギャラクシー賞応募シ
た。出席者は 名、委任状出席者
ステムの開発やＧメンバーサイト
は 名で、合わせて１１１名とな
リニューアルなどを行ったため、
り、当会正会員１９５名の２分の
結果、約１１０万円の黒字となっ
１を上まわり、総会は成立した。
た。
審議の概要は以下の通りである。
福島俊彦監事より、監査の結果、
第１号議案（議長の選任）
決算は適正であることが報告され、
出席正会員の、三原治氏が推薦
決算議案は承認を受けた。
され選任された。
第４号議案（第 期、 期役員）
第２号議案（２０２１年度事業
定款第 条１項にしたがって、理
報告）
事会準備会で作成された第 期、
総務および出版編集、選奨表彰、
期の理事候補者 名と監事候補
企画開催、広報の４つの各事業委
者２名が提案され、賛成多数で承
員長から報告があり、拍手で承認
認された。ここで総会を一時中断
された。
して、新しく選任された理事によ
第３号議案（２０２１年度決算
る第１回理事会を開いて、互選、
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（選奨事業委員会報道活動部門委員長）
（総務担当、60周年記念事業担当）

常務理事 藤田真文

（60周年記念事業担当）

出田幸彦（選奨事業委員長）
桜井聖子

（選奨事業委員会ラジオ部門委員長）

（選奨事業委員会テレビ部門委員長）

茅原良平

（選奨事業委員会ＣＭ部門委員長）

家田利一

【新任】理事・家田利一、風間恵美子、
仲宇佐ゆり
監事・上滝徹也

【退任】理事・汲田亜紀子、上滝徹也、
鈴木嘉一、丹羽美之、服部千恵子
監事・隈部紀生
（事務局長）

・電子版の販売を委託するブックウ
ォーカーより、Ａｍａｚｏｎほか現在
の販売サイトに加えて、ＤＭＭやヨ
ドバシドットコムなど数社のサイト
での取り扱い追加の提案を受け、基
本受諾することとした。
◇選奨事業委員会
〈テレビ部門〉 古川委員長
・５月 日にＺｏｏｍにて定例会を
開催した。月間賞には、
「ふたりの
ウルトラマン」
（ＮＨＫ）
、
「私のバカ
せまい史」
（フジテレビ）
、ＥＴＶ特
集「君が見つめたあの日のあとに～
高校生の沖縄復帰 年～」
（ＮＨＫ）
、
「ＮＮＮドキュメント
生きる力」
（読売テレビ）の４本を選出した。
〈ラジオ部門〉 五井委員長
・６月 日に定例会を開催予定。
〈ＣＭ部門〉 服部委員長
・６月 日に定例会を開催予定。
〈報道活動部門〉 茅原委員長
・報告は特になし。
◇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
・６月６日にＺｏｏｍにて委員会を
開催した。
・ギャラクシー賞贈賞式ではプレス
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総会への提出を承認した。
２．委員会活動報告
◇出版編集委員会 鈴木委員長
・６月 日にＺｏｏｍにて委員会を
開催した。
・
「ＧＡＬＡＣ」９月号特集は二本
立て。特集１「狙え！世界のテレビ
賞」
（仮題）では、海外で展開される
テレビ関連国際賞の実情と受賞経験
のある制作者の経験談などを掲載予
定。特集２「戦争報道の現在形」
（仮
題）では、ロシアのウクライナ侵攻
で改めて問われる戦争報道のあり方
を論考する。表紙は奈緒さん、ザ・
パーソンは森谷佳奈さん。
・ 月号特集は「テレビは『音』で
できている」
（仮題）に決定。詳細は
鋭意企画中。

事 上滝徹也 福島俊彦
監

事 鈴木健司（出版編集委員長）
古川柳子
理
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理 事 長 音 好宏

10

15

水島宏明（企画事業委員長）
滝野俊一（広報委員長）
市村 元
入江たのし
風間恵美子
奥 律哉
国枝智樹 五井千鶴子
小林 毅
長井展光
仲宇佐ゆり 桧山珠美
山田健太 中島好登
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・総会および理事会の権能の変更→
総会と理事会の機能を整理し、より
迅速で合理的な運営を可能とする。
※
この後、総会議事録に議長と共に
署名する議事録署名人２人を選任し
て午後５時に総会を閉会した（なお、
詳しい総会議事録は別途ご案内いた
します）
。

専務理事 川喜田 尚

◆６月理事会報告
６月 日、総会に先立って６月理
事会を開催した。
１．総会提出議案の件
総会に提案する議案について審議
した。
事業報告、決算報告、予算案につ
いて、各事業担当者から説明があり、

第18期、第19期役員

対応、ＹｏｕＴｕｂｅ用受賞者インタ
ビュー、ＳＮＳ実況を実施。委員会
で反省会を行った。
・贈賞式ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信は、
ＭＡＸ：８１４７件、通算：３６５
１９回のアクセスがあり、海外から
の視聴もあった。
・６月７日に贈賞式アーカイブ配信
をスタート。再生数は４７１０６回
（６月 日現在）
。
・Ｇメンバーの不正入会、クレジッ
トカード不正使用問題について
５月 日、緊急常務理事会を開催
し対応を検討。
６月１日、ＨＰ・Ｇメンバーサイ
トに〈第 回マイベストＴＶ賞グラ
ンプリについてのご報告〉を掲載。
２日、マイベストＴＶ賞投票を休
止。正会員・Ｇメンバーに不正問題
の発生とそれに伴う投票休止措置を
メールにて通知。
３日、Ｇメンバーの新規登録を停
止。
日、弁護士と打合せをし、今後
の対応・対策を検討した。
３．その他
①正会員入退会の件
〈入会〉伊藤健志さん、井上佳央里
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視聴者の少ないものを
すくいあげる批評への期待
松浦さと子

新 入 正 会 員 自 己 紹 介

さん、片桐理さん、下田まり子さん、
生野徹さん、真銅健嗣さん、平岩潤
さん、平岩基さん、村上典吏子さん
〈退会〉佐々木純さん、山本索さん

広報委員会
理事会・総会

出版編集委員会

（選奨）ＣＭ定例部会
（選奨）テレビ月評会

地方のメディア、特にコミュニテ
ィ放送や、特定のコミュニティの配
信等に興味をもっております。毎月
の「ＧＡＬＡＣ」の特集記事などを
拝読していましたが、そうしたとこ
ろに放送批評懇談会のご関心はない
ものと思っておりました。が、近年、
役員や会員の方々がそうしたメディ
アにも注目され、評価されているこ
とに共感、賛同しますので入会させ
ていただくことにしました。
ただ、時間的にも能力的にも批評
の活動には参加できず、受動的な会
員で申し訳ありません。見たいもの、
聴きたいものが多すぎて困っており、
時間をさまざまな日程で配分しき
れず、各方面に失礼ばかり。
ギャラクシー賞受賞番組の再配信
などがありましたら、ぜひ情報をい
ただけたら嬉しいです。放送番組批
評のみならず、放送制度批評、放送
批評の批評などにも言及されたご論
評も伺いたく、若者たち、子どもた
ちに「放送」をどのようにつなぐの
か、勉強させていただきます。
24

【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、入江たのし、
奥律哉、汲田亜紀子、上滝徹也、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
今後の理事会
７月 日（金）
、９月 日（火）

［ 月］
日 
日 
日 
日 
日 
日 
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（選奨）ラジオ定例部会

会議記録
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第 59 回
ギャラクシー賞 は
こう伝えられた！
グッド！モーニング（テレ朝、6月2日）

ギャラクシー賞贈賞式をライブ配信！
放 懇 Y ouT ube チャンネルにてアーカイブ配信中

（ 7 月 7 日まで）

週刊フジテレビ批評（フジ、6月4日）

森谷佳奈のはきださNIGHT !（裏）
（山陰放送、6月13日）
受賞を記念して特番が制作・放送されました

フロンティア賞
C B C テレビ定期配信型ドキュメンタリー
「ピエロと呼ばれた息 子 」
贈 賞 式の様 子と濱 口さん一 家の喜 びの声が届けられました

今 年もツイッター実況を実施！
「 # ギャラクシー賞贈賞式」でトレンド入り★★
放懇ツイッター

福島民友新聞（6月2日）

東京新聞（6月3日）

ORICON NEWS（6月1日）

民放 online（6月8日）
オキナワグラフ（7月1日）

それぞれツイッターより

個人賞・草彅剛さん

ＤＪパーソナリティ・森谷佳奈さん

ラジオ﹁わした島のオーケストラ﹂比嘉奈津子さん

ラジオ﹁Ｓｍｉｌｅ Ａｇａｉｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ﹂ＦＭひらかた

テレビ﹁ネアンデルタール人﹂山崎裕侍さん

受賞者
喜びの声

