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第 2867 例会（42号） 2013 年５月 23 日（木）晴れ

会員卓話 SPEECH
～新聞を皆様にお届けするまで～
福島民報社いわき支社

安

田

支社長

信

二

会員

福島県内の新聞の発行部数は、東
日本大震災に伴い、減少していま
す。津波で住宅が壊れたり、あるい
は、東京電力福島第一原発事故によ
りまして、避難している方がいらっ
しゃるためで、新聞を自宅で取る方
が減った分、各新聞社の新聞発行部
数も減っているということでござい

ます。
さて、記者クラブという言葉を聞いたことがあると
思います。いわき市役所にも記者クラブがあります。
記者会見が開かれたり、あるいは、役所や企業がＰＲ
資料を持ってきたり、説明したり、しています。福島
県内にどのような報道機関があるかと、言いますと、
新聞、テレビ、ラジオ、そして通信社が参加している
代表的な福島県庁の記者クラブには、18 の会社が加
わっています。私どもの福島民報社をはじめ、各新聞
社、通信社、テレビ局、ラジオ局が加盟しています。
これらの会社が福島県内の各地で取材をしまして、県
内をはじめ、日本全国、世界に向けて、情報を伝えて
います。
福島民報社について紹介します。創刊は明治 25 年
８月１日、
西暦で申し上げますと、
1892 年。
計算すると、
昨年がちょうど 120 周年でありました。
最初に出した新聞の第１号から、本日（５月 23 日）
で、第 42717 号となります。新聞をよく見ていただく
と分かりますが、１面の欄外といいますか、一番上の、
外側に、各新聞社によって、場所は少しずつ異なって
いますが、各新聞社とも、どこかに第○○号と掲載さ
れています。今度、新聞を見た時に確認してみてくだ
さい。この数字、つまり号数は、新聞社の業界用語で
「紙齢」
、新聞紙の年齢という意味です。
新聞がどうつくられ、どのようにして読者の皆様に
届くかという仕組みを少し紹介します。私どもの会社
の場合は、ニュースをどう集めるかは、大きく二つの
流れがあります。一つは、自分の会社の記者がいわき
市などの県内各地の支社や支局を拠点にして取材先を
回りまして、取材して、記事を書いたり、写真を撮影
したりする「地元のニュース」と呼ばれる部分です。

2012～2013年度
国際ロータリーのテーマ

もう一つは、先ほど、報道機関全体の記者クラブの
所で出てきました通信社です。私どもの記者を全国各
地や海外に常時、置くことができません。普段は原則
として通信社、つまり、共同通信社、時事通信社から
ニュースや写真を買っています。新聞をよく見ますと、
海外のニュースの記事の一番最初や、最後に、かっこ
書きで、地名、たとえば、ワシントン、ニューヨーク
などの地名と一緒に「共同」とか「時事」という言葉
が入っている場合があります。今回、アメリカで起き
ましたハリケーンのニュースを私どもの新聞でご覧に
なると、共同、あるいは、時事という、文字が入って
います。これは、共同通信の記事ですよ、時事通信の
記事ですよ、という意味です。
さて、毎日、多くのニュースが福島県内、全国、世
界から入ってきます。日によっては、押し寄せてくる
という表現がふさわしいような場合もあります。毎日
の紙面をつくる中で、どのニュースと大きく扱うのか、
どのニュースを、どのページに入れるのか、というこ
とを話し合いながら、整理部という部署で、紙面をレ
イアウトしていきます。今は、記事を書くのも、写真
を撮影するのも、そして、１ページずつ紙面のレイア
ウトをしていくのも、全てコンピューターです。かつ
ては、鉛で出来た活字を、一文字一文字ずつ人間の手
で拾って、紙面をつくり、印刷していました。
さて、新聞はニュースなどの記事だけではありませ
ん。広告も掲載しますので、ニュースの部分と、広告
の部分をセットにして、初めて、印刷前の原板といい
ますか、データができあがります。これを印刷局に、
専用の電話回線を使って送りまして、印刷が始まりま
す。そして、印刷で刷り上がった新聞をトラックで、
新聞販売店に運びます。新聞に折り込み広告と呼ぶチ
ラシを挟んで、ようやく配達できる状態になります。
そして、配達員が一軒ごとに新聞を届けるという仕組
みです。
いくらインターネットやデジタルの時代とはいって
も、基本的には、少なくとも新聞社の入り口である取
材と、出口の配達は人手頼り、人海戦術です。最近は、
電子媒体のタブレットなどで紙面を見ることのできる
新聞もありますが、まだまだ新聞社は紙が主流です。
若い世代は携帯電話やスマートホン、パソコンなど
を通じて、ニュースなどの情報を得る傾向にあり、若
者の新聞離れが急速に進んでいます。若者が新聞から
離れたのか、新聞が若者から離れたのかは様々な議論
がありますが、若者に限らず、新聞を購読しない世帯
が増えています。まさに、新聞社にとって、死活問題
であります。
読者が新聞に何を求め、新聞がどんな情報を読者に
届けるのか、あらためて、大きな岐路に立たされてい
ると感じながら、仕事に励んでいるところであります。

「奉仕を通じて平和を」
Peace Through Service

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
委 員 会 報 告

◆司会：阿部幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生
業）
・四つのテスト（野沢達也会員）〕
野沢達也会員

★ 結婚祝

◆ 出席委員会（志賀弘昌委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

５月 23 日

52 名

29 名

―

◆ いわき平 RC

第３回ゴルフ愛好会

成績表

2013 年５月 22 日 小名浜カントリークラブ 東－西コース
越智正典さん
（５月 20 日）

飯野光世さん
（５月 26 日）

★ 誕生祝
薄井親一郎さん
（５月 23 日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
昨日第３回の平クラブのゴルフ
コンペが開催されました。それに
ちなんで今日はゴルフに関する話
をしたいと思います。
ワンラウンドは現在 18 ホールで
すが、なぜ 18 ホールになったのか
には２つの説があるようです。１つは、スコッチウ
イスキー説で、ゴルフの発祥の地でもあるリンクス
で有名なスコットランドは非常に寒いことから、ウ
イスキーのボトルを持ち歩き、１ラウンドごとにキ
ャップ１杯を飲んだそうです。するとちょうど 18
ホールを回ったところでボトルを飲みきることから
来ている説です。もう一つの説は、セントアンドリ
ュース・オールドコース説で、当時マッチプレーが
盛んでその頃は 12 ホールしかなかったが、その後
増設して最終的に 22 ホールまで増えた。ただ、段々
広くなってきたことと道路などの関係で削られ、残
ったのが 18 ホール。今はオールドコースに習い他
のコースでも 18 ホールとなっている。その他、打
数の呼び方として、パー（０）、ボギー（＋１）、バ
ーディー（－１）
、
イーグル（－２）、アルバトロス（－
３）が知られているが、他にコンドル（－４）があ
り、パー６のコース用にオーストリッチ（－５）が
ある。今までもチャンスがあったが、イーグルを出
すのが私の夢です。
報告として、今週 20 日に 60 周年記念の防犯カメ
ラを届けにいわき市へ訪問してきました。市長室に
通されたのだが、そこには平ＲＣが 50 周年記念の
時に贈ったパネルが飾ってありました。

⃝いわき常磐ＲＣより６月プログラム予定表が届き
ました。
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順位
優 勝
準優勝
３ 位
４ 位
５ 位
６ 位
７ 位
８ 位
９ 位
10 位
11 位

氏 名
野沢 達也
山野辺倉平
黒須 幸雄
薄井親一郎
志賀 弘昌
阿部 弘行
山﨑 慶一
吉田 義尚
新妻 純男
馬場
学
三瓶 和秀

東
43
48
43
51
48
53
47
53
51
63
65

西
46
45
43
50
60
49
46
51
51
56
60

GROSS HDCP NET
89
14
75
93
16
77
86
7
79
101
22.8 78.2
108
27
81
102
19
83
93
9
84
104
20
84
102
14
88
119
30.0 89.0
125
21
104

ニアピン賞
山﨑 慶一（東２・７番）
薄井親一郎（西３番）
黒須 幸雄（西７番）

◆スマイルボックス委員会（大久保健蔵副委員長）
♥山野辺倉平さん（安田さん会員卓話よろしくお願
いします。昨日のクラブコンペ楽しくプレー出来ま
したありがとうございます）♥阿部弘行さん（安田
さん卓話よろしく）♥酒井睦雄さん（安田支社長卓
話宜しく）♥坂本佳友さん（安田さん会員卓話楽し
みにしております）♥松崎勉さん（安田さん卓話よ
ろしく）♥志賀弘昌さん（安田支社長卓話よろしく）
♥薄井親一郎さん（誕生日ありがとうございます）
♥越智正典さん（結婚祝ありがとうございました）
♥飯野光世さん（安田さん卓話たのしみにしていま
す。結婚祝ありがとうございます）♥野沢達也さん
（お久しぶりですみません。昨日のゴルフではお世
話になりました）♥黒須幸雄さん（ゴルフコンペ３
位入賞です）♥馬場学さん（ブービー賞ありがとう
ございます。次回はがんばります）以上、12 件
★本日の例会案内 ５月30日（木）PM12：30～
第７回クラブ協議会
お食事メニュー＝鰹の刺身
★次回の例会案内 ６月６日（木）PM12：30～
会員卓話 佐々木宏会員
お食事メニュー＝エビのチリソース

安田信二

鈴木弘康

