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■ 事 務 局 ／ 福島県いわき市平字白銀町 4-13 不二屋第二ビル２F

（0246）25-3000
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会員卓話 SPEECH
最近のテレビ事情
福島テレビいわき支社長
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地上波の番組で、バラエティーと
言えばフジテレビの「オレたちひょ
うきん族」やＴＢＳの「８時だよ全
員集合」など家族ぐるみで多くの方
に見ていただきました。しかし、昨
今のテレビ界は多メディアの中で苦戦を強いられてい
ます。地上波放送が茶の間の主役ではなくなった。そ
の辺りの事情を福島テレビのキー局フジテレビの状況
からお話します。
フジテレビは2005年から2010年まで視聴率三冠とい
う王座に就いていました。その後、低迷して視聴率競
争では４番手にまで落ちました。今年夏の番組改編率
は民放５局で一番高い数字で、19時～ 23時のゴールデ
ンタイムは2014年から既に３割以上になり、低迷から
脱却するための模索が続いています。
最近の番組では月曜日20時に放映されている「スカッ
とジャパン」は、ドラマ性の高いバラエティーとして
人気を集めていますが、録画して後から見るケースが
増えています。「月９」ドラマは今、視聴率が低いと言
われてますが、
昨年夏に放映した「好きな人がいること」
は、地上波放送の後、見ることができるネット配信シ
ステムでの再生回数が過去最高になりました。視聴率
では計れない「月９」の底力を示したようです。
フジテレビのバラエティー番組作りで有名なディレ
クターＡさんはフジテレビのＤＮＡをしっかりと意識
しています。作り込んだバラエティーは毎週、企画を
考える際に「何を捨てて何を生かしていくか」常に緊
張感の中で仕事をしてきたそうです。タレントの起用
でも大物だけでなく、自分の目で見て面白いと感じる
新人をプッシュできたと振り返っています。
Ａさんは「良くも悪くも出演者とウエットな関係を
つくるのがフジテレビの流儀だった」と言っています。
ウエットというのは、出演者がどれだけ気持ちよく働
けるか、そういう雰囲気をつくるのが重要としていま
す。Ａさんは「スカッとジャパン」の制作にも関わって、
視聴者から寄せられた体験などを基にドラマにする中
で、最後は必ず「スカッとさせる」という作り込みを
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しています。その中で悪役を演じる人が注目されるよ
うな内容にして新たなファン層を広げています。
テレビ業界全体の話です。
「最近、見たい番組がない
んだよね」という声が年々、増えています。しかし、
地上波の視聴者数は20年前とあまり変わっていません。
この間、ＣＳ、ＢＳ、ケーブルテレビなど数々のメディ
アが登場しましたが、思ったほどダメージがないとい
うのが業界関係者の受け止めです。実は視聴率を調べ
る機器は調査対象の世帯のテレビに置いていますが、
スイッチが入ってチャンネルが固定されれば何人で見
ていようが視聴率の数字に現れるため、以前と変わら
ない数字からダメージは少ないと感じているのです。
ただ、状況は変わってきました。インターネットに
接続して「ＹouＴube（ユーチューブ）
」などの動画を
見ることができるテレビが増えました。その内容など
から、まだテレビに影響を与えるほどではないと思っ
てきましたが、ついに黒船が日本にやってきました。
例えばアメリカの「Ｎetflix（ネットフリックス）
」はＤ
ＶＤを家庭に配送する仕事から立ち上げ、今や世界最
大の有料動画の配信会社になりました。世界全体の会
員数は１億人で現在も成長を続けています。
2015年から日本で配信サービスを始めました。１カ月
650円からという安さとコンテンツの多さを売りに家庭
内のテレビモニターを確実に占拠しています。
「ネット
フリックス」は膨大な売り上げと利益をもとに独自の動
画を制作して他の配信会社との差別化を図っています。
他にも動画配信サービスは増えています。日本のテ
レビ局も黙って見ていられないので、動画配信事業に
踏み出しました。フジテレビは「ＦＯＤ」
、ライバル局
の日本テレビは「Ｈｕｌｌ」という配信サービスを始
めました。この２年間ほどで家庭での動画配信サービ
スが画期的に進んでいます。若い人を中心にテレビを
見る機会は減って、代わりに外でスマホなどで動画を
見る方が多くなるかもしれません。テレビ業界は、そ
の状況と将来を見据えたビジネスモデルの必要性に迫
られているのです。
★本日の例会案内 11月16日（木）12：30 ～
第３回クラブ協議会
お食事メニュー＝カツカレー、サラダ
★次回の例会案内 12月７日（木）12：30 ～
年次総会
お食事メニュー＝未定
※23日は祝日のため、30日は振替で休会となります。

「ロータリー：変化をもたらす」
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
司会：八幡幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）
・
四つのテスト（清水和政会員）
〕
清水和政会員

★ 結婚祝

ました。
⃝ 11 月 26 ～ 27 日の家族旅行の参加者を引き続き募っ
ています。お一人での参加も歓迎いたします。

委 員 会 報 告
◆出席委員会（高橋康二委員長）
例会日
11 月９日

基本会員数 出席者
51 名

メーキャップ数

29 名

―

◆ロータリー財団委員会（越智正典副委員長）

浅倉

哲也さん
（11月15日）

◆会長挨拶ならびに報告
先月 28 日に行いました海岸林再生
活動には、当クラブの会員の事業所で
ある水戸証券いわき支店から８名、ト
ヨタカローラいわきから６名の参加を
いただき、さらに新聞等でも大きく扱
われていました。ロータリー活動の活
発な指針が表れていると、褒められて
います。皆さんに心より御礼申し上げます。
さて 11 月になり寒さも厳しくなってきました。ただ、
天候的には少し安定して秋晴れの日が続いています。
私も早起きをして今朝、レンガ通りの清掃を約１時間
かけて行ってきました。かなり多い落葉を見ると、冬
の到来とともに忘年会シーズンも近づいていると感じ
させられました。
私は平第４区の行政嘱託員として保健委員を兼ねて
いまして、街なかを巡りながら清掃を行っています。
その落ちているゴミを見ると季節感を感じます。一時、
問題だった夜の街の客引きが、条例ができていなくなっ
たと思ったのですが、最近は再び悪くなった気がしま
す。その客引きや行き来する人たちが捨てる、たばこ
の吸い殻は一年中あります。そして冬場になりますと
温かい飲み物やおでんの空容器などが目立ってきます。
皆さんも忘年会シーズンを迎え十分注意していただき
たいと思います。
中には中国系の女性が多く街角に立っている跡を見る
と、豆類が好きなのでしょうか、ピーナッツの殻やひま
わりの種などのゴミが落ちています。今度、私的に国際
交流の一環として夜の女性たちが、どんな食べ物が好み
なのかを店を巡って調べてみようかと考えています。

◆地区大会表彰の伝達
〇永年在籍30年

松村耕三会員

◆幹 事 報 告
⃝いわき経済同友会より公開例会（11 月 27 日）の講演
会の案内が届きました。
⃝い わき市国際交流協会より「ワールドアイ」が届き

会報・広報委員会

大久保健蔵さん、松崎浩さん、松﨑勉さん、有賀行
以上６件
秀さん、清水和政さん、越智正典さん。

◆米山記念奨学会委員会（三瓶和秀委員長）

大久保健蔵さん、松崎浩さん、松﨑勉さん、有賀行
以上６件
秀さん、清水和政さん、山崎洋次さん。

◆雑誌委員会（黒須幸雄委員長）

○ロータリーの友11月号の見どころ読みどころ
横組 12 ～ 21ページ ロータリー財団月間にちなむ記
事「私たちの目標：ポリオのない世界」ほか
縦組 ４
 ～８ページ ロータリー財団奨学生、その後
９ ～ 12ページ クラブを訪ねて「古河東ＲＣ」
いわき市を訪れ、震災と原発事故で避難した楢
葉町民との交流などを紹介
16ページ 友愛の広場 東京東大和ＲＣ会員に
よる「白浪五人男」
29ページ ロータリー・アットワーク 白河Ｒ
Ｃの中学３年生に地元紙を１年間寄贈

◆スマイルボックス委員会（安武誠司委員長）
♥大久保健蔵さん（鈴木賢司さん卓話よろしくお願い
いたします）♥八幡恭朗さん（鈴木さん卓話よろしく
お願いします）♥森雄治さん（鈴木さん卓話よろしく
お願いします）♥青木喜久男さん（鈴木さん、卓話よ
ろしくお願いします）♥高橋康二さん（鈴木賢司さん
卓話よろしくお願いします）♥関口武司さん（鈴木さん、
卓話宜しくお願いします）♥越智正典さん（いわき海
岸林植樹にご協力いただいた明星大の学生さん、トヨ
タカローラ、水戸証券の社員の方々に感謝して）♥村
松耕三さん（ロータリー在籍30年ありがとうございま
す）♥浅倉哲也さん（結婚祝ありがとうございます）
♥有賀行秀さん（早退します申し訳ありません）♥山
崎洋次さん（11月３日に開催された、本学創立30周年
記念式典、祝賀会に御出席いただいたクラブメンバー
のみな様に改めて御礼申し上げます）♥伊藤盛敏さん
（いわき明星大学の30周年を祝って）♥清水和政さん（早
以上13件
退します）

【ゴルフ愛好会

第２回親睦コンペ】

11 月 12 日に小名浜カントリー倶楽部で行いました。
会員８名が出場し、和やかにプレーしました。伊藤盛
敏会員が優勝し、池田直彦親睦活動委員長から優勝杯
を受けました。
▽優 勝＝伊藤 盛敏
▽準優勝＝小野寺順正
▽３ 位＝山﨑 慶一
▽４ 位＝新妻 純男
▽５ 位＝黒須 幸雄

浅倉哲也
安田信二 鈴木賢司
関口武司 志賀康朗
八幡恭朗

