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NPO法人 放送批評懇談会

２０２１年１月 日、１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
・ １月 日 にＺｏｏｍに て委 員 会
を開催した。
・４月号特集は「震災 年 メデ
ィアはどう変わったか」
。ＮＨＫ
災害プロジェクトの歩み、テレビ
朝日の震災映像アーカイブ、震災
取材に関わった岩手・宮城、福島
の各民放局の報道関係者によるＺ
ｏｏｍ座談会、放送以外の新旧メ
ディアの災害における役割など、
多様な構成を予定している。表紙
は眞嶋秀和さん、ザ・パーソンは
松井至さん。
・４月号より藤田真文さんによる
新連載「 世紀の断片～テレビド
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「村上Ｒａｄｉｏ 年越しスペシャル
牛坂 」
（エフエム東京）
、
「令和に
復活！コサキン ＤＥ ワァオ！で
す」
（ＴＢＳラジオ）を聴取し議論
を交わした。
〈ＣＭ部門〉 服部委員長
・ １月 日 にＺｏｏｍに て 定 例 会
を開催し、 作品のＣＭを視聴し
た。花王 アタック「ふつうの一
日」
、キリンビール 「よろこびが
あふれ出す 娘のグラス篇」
、マ
クドナルド カフェラテ「木村氏、
どなたかと篇」などのＣＭが注目
を浴びた。
・
「 Ｃ Ｍ ト ピ ッ ク ス 」で は、 緊 急
事態宣言が再発出された新年に、
〈普通の生活・普通の日常〉を描
いたＣＭをピックアップ予定。
〈報道活動部門〉 茅原委員長
・２月にオンラインで情報交換会
を開催予定。
◇企画事業委員会 丹羽委員長
・１月 日にＺｏｏｍにて委員会
を開催した。
・３月中旬にウェビナーを開催す
る方向で調整中。３月の成立が難
しい場合、最大４月半ばまで延長
して開催日を探る。
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︱ 月理事会報告︱

ラマの世界」がスタートする。
◇選奨事業委員会
〈テレビ部門〉 古川委員長
・２０２０年 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「コロナ危
機 女性にいま何が」
、バリバラ
Ｂａｒｉｂａｒａ× Ｂ Ｕ Ｒ Ａ Ｋ Ｕ
「ブラクとの出会い方」
、土曜ドラ
マ「ノースライト」
（３本ともＮＨ
Ｋ）
、木ドラ 「 歳まで童貞だ
と魔法使いになれるらしい」
（テレ
ビ東京）の４本を選出した。
〈ラジオ部門〉 五井委員長
・ １月 日 にＺｏｏｍに て定 例 会
を開催した。年末年始の特別編成
番組をテーマに、
「テレフォン人
生相談 周年記念 加藤諦三 令
和新時代への提言 こころのマス
クを忘れるな」
（ニッポン放送）
、
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「ギャラクシー賞」
ツイッタートレンド入り

題字・清水英夫

TEL
（03）
5379-5521／FAX
（03）
5379-5510
ホームページ https://houkon.jp/
Eメール kondankai@houkon.jp
編集・川喜田尚

◇広報委員会 滝野委員長
・１月 日にＺｏｏｍにて委員会を
開催した。
・１月 日現在のＧメンバーは３６
９名で、 月より 名増加した。
・１月 日に発表したギャラクシー
賞月間賞「 歳まで童貞だと魔法使
いになれるらしい」
（テレビ東京）の
選出に大きな反響があり、以下のよ
うな事象があった。
公式ＨＰがアクセス集中で一時開
きづらい状態に。通常のアクセス数
は３００～４００／日のところ、
日は６４７６になった。
「ギャラクシー賞」がツイッター
のトレンド入り。
「トレンド入りしました」のツイ
ートがいいね２６００以上。
フェイスブックのリーチ数２７０
０以上。
・１月 日に「 歳まで童貞だと～」
が２０２０年 月度マイベストＴＶ
賞月間ノミネートにも選出されてい
ることをツイートし、当日だけで
名以上のＧメンバー新規入会があっ
た。
２．その他
①正会員退会の件
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理事会

2月26日（金）18 時までに、ぜひ、推薦を
お寄せください。

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

回答先アドレス
kondankai＠houkon.jp
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「志賀信夫賞」は、局やプロダクションの経
営、番組制作の支援、メディアの研究や批
評活動など、放送の発展に貢献する大きな
業績を上げた個人を表彰します。

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。

今村和夫さん
②第 回ギャラクシー賞贈賞式のあ
りかたについて
第 回ギャラクシー賞贈賞式の延期
の可能性の有無、開催方式などにつ
いて意見交換をした。３月理事会で
詳細を決定する。
︻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︑上滝徹
也︑小林毅︑桜井聖子︑鈴木嘉一︑
長井展光︑水島宏明︑山田健太︑中
島好登

会議記録
［ 月］
企画事業委員会

（選奨）ラジオ定例部会
日
日

（選奨）ＣＭ定例部会

日

（選奨）テレビ月評会

広報委員会

出版編集委員会

日

日

日

第12 回志賀信夫賞
推薦をお願いします！

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！
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