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新春広告懇談会 盛大に開催！

日 時 1月12 日（木） 1 ６時 30 分〜 18 時
会 場 THE SAIHOKUKAN HOTEL

2006年の新年に当たって恒例の新春広告懇談会が業
界関係者及び媒体関係者約 270 名が出席して盛大に開
催されました。開催に先立ち小池孝司理事長より 「まだま
だ 厳しい環境ではあるが、 一部には明るさも見える状況
において、 媒体社と代理店が互いに知恵を出し合い、共
に業界の活性化に向けて がんばりましょう」 と力強く年頭
の挨拶がありました。引き続き 2005 年 「広告の広告」キャ
ンペーンの表彰式が行われ、 関勝副理事長より 表彰状
及び副賞賞金が受賞者に贈られました。そして、受賞者
を代表して エージェンシー広宣の 林弘子氏より喜びの
受賞挨拶があり盛んな拍手で祝福を受けていました。

その後、幹事社であるテレビ信州専務取締
役 小松哲雄氏の乾杯の音頭とともに 開宴さ
れました。今年も 媒体社及び広告会社の若
手社員からなる 実行委員会の企画による豪
華景品の抽選会で盛り上がりを見せました。
閉会時には次年度幹事社である長野エフエ
ム放送の代表取締役専務北山龍雄氏より挨
拶を賜り中締めとしました。
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広告業会セミナー 開催
プレゼントパブリシティにおける個人情報の取り
扱いに関する委託基本契約について
主催
日時
講師
会場

長野県広告業協会
1月24日（火） 14 時 30分〜16時
川上正隆氏
（株式会社電通 法務室部長）
信州松代ロイヤルホテル

昨年4月から施行された個人情報保護法により、放送
番組で告知される プレゼント パブリシティに関わる 個人
情報の取り扱いについて、株式会社電通と在京テレビ局
とで合意された基本契約（案）について の説明会が開催
されました。 当日は協会加盟各社をはじめ地元４局の担
当者など 約 60 名が参加して熱心に講師の説明に聞き
入っていました。
これまでは、プレゼント パブリシティに関する関係各社
の考え方に ばらつきがあったため、 広告主への説明責
任が果たせず、 様々なリスクを 回避できない状態にあり
ました。そこでプレゼント パブリシティにおける 「責任」の
所在を明確にすべく、 関係各社へのアンケートを実施し
たところ、在京テレビ５局の 基本的な考え方が明らかに
なりました。
◆放送局が番組中で募集した個人情報は、その道義的
な責任を免れようがない。
◆従って、全ての情報を放送局が保有主体としてしっか
り管理し、基本的には外部にださない。
◆賞品の発送などでやむを得ず他社（広告会社など）に
渡すときは、必ず「業務委託」として管理し、委託先の
管理方法、取扱管理方法を明確にしておきたい。
◆業務委託の委託先管理にあたり、主要広告会社に対
しては作業ごとの個別契約は非現実的なので、基本
契約で一元化したい。
以上のように 各社の考え方を聴取した上で 電通との
合意が成立し、「委託基本契約」を締結することになった
というものです。
今回はこの「 個人情報取扱業務に関する委託基本契
約」の考え方から管理ツール等についてまでの実務レベ
ルでの詳細な紹介と説明が行われました。

◆開催予告◆

広告セミナー 2006

テーマ 変わる時代の市場戦略
主 催 社団法人長野県広告協会・長野県広告業協会
日 時 3月22日（水） 午後1時開場 １時３０分〜４時３０分
会 場 信州松代ロイヤルホテル ロイヤルホール
長野県松代町西寺尾１３７２−１ ℡026-278-1811
定 員 １２０人（受講料無料・要申込）
内 容 第１講 価値再構築の時代−その１０大戦略視点
講師 学習院大学教授 江口康広氏
第2講 長野県経済の現状と将来展望
講師 長野経済研究所調査部長 平尾勇氏
◆
開催予告◆
◆開催予告

第
27 期
通常総会
第27
期通常総会

開催日 3月8日（水） 最終理事会 14時00 分〜
総会
15時 30分〜 16 時30 分
懇親会
18時00 分〜
＊翌日朝食後解散
会 場 山田温泉 藤井荘
高山村奥山田3563 ℡026 -242 -2711
議 題 １、第26期事業報告・決算案の承認の件
２、第27期事業計画案・予算案の承認の件
報 告 委員会報告
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審査会

作品募集
募集期間
平成17年7月1日〜平成18年6月30日

平成18年7月中旬
（読者賞審査会は別途行う。）

贈賞式
平成18年9月上旬

目 的

発表

消費者の暮らしと文化に貢献する清新で優れた広告活動を顕彰し、
新聞広告の発展向上をはかる。

平成18年9月上旬（信濃毎日新聞紙上）
その他
入賞作品集を発行いたします。

主 催
信濃毎日新聞社

後 援
長野県商工会議所連合会・長野県経営者協会
長野県中小企業団体中央会・長野県商工会連合会
長野県デザイン振興協会・長野県広告協会・長野県広告業協会

審査対象／掲載スペース
平成17年7月1日から平成18年6月30日までの1年間、
信濃毎日新聞紙上に掲載された5段2分の1以上の広告
（シリーズ広告賞はスペース制限なし）

応募と推薦
広告主・広告会社・広告制作会社・信濃毎日新聞社の
応募及び推薦による。

審査員
梶
祐 輔氏（クリエイティブ ディレクター）
根 岸 礼 子氏（株式会社ナンバーツー
コピーライター）
神 谷 幸之助氏（ワイデン+ケネディ トウキョウ
クリエイティブディレクター）
塩 沢 鴻 一氏（長野県デザイン振興協会 会長）
小 坂 壮太郎（信濃毎日新聞社 常務取締役）
古 川 哲 夫（信濃毎日新聞社取締役広告局長）

応募・推薦の方法
規定の応募（推薦）用紙に所定事項を記入の上、
原則として掲載紙を添付して、
信濃毎日新聞社広告局開発部へ提出。
■一次締め切り
平成17年12月28日
■最終締め切り
平成18年 6月30日
（上記締め切り日以外でも随時受け付けます。）

千曲広告

最優秀賞（賞牌、副賞 50 万円）1点
優秀賞（賞牌、副賞 20 万円） 3 点
準優秀賞（賞牌、副賞10万円）5 点
優秀デザイン賞（賞牌、副賞 20 万円） 1点
優秀コピー賞（賞牌、副賞 20万円）1 点
カラー広告賞（賞牌、副賞 20 万円）1 点
シリーズ広告賞（賞牌、副賞20 万円）1点
読者賞（賞牌、副賞 20万円） 1点
＜読者賞は公募した読者数名の審査により決定＞
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