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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

基本的教育と識字率向上月間
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矢 島 高 明
当 番 服部君、細田（吉）君

・点 鐘 小川会長
・ソング 手に手つないで
・ビジター（寄居ＲＣ）小宮俊光様
・卓 話 津本朋子様
【会長報告】
今日、安藤泰雄パスト会長から米山特別寄
付４回目を頂きました（拍手）
。来週の例会後
パスト会長で会議を行います。
１９２０
（大正９）
年に東京ＲＣ、
２年後に大阪、
さらに２年後に神戸、
名古屋。翌年、京都。２７
（昭和２）
年、横浜とソウルＲＣが設立。その翌
年、大連ＲＣ設立。朝鮮半島、満州国は当時、
日本の統治下でした。２８年、
これらでＲＩに
申請して
「第７０地区」
として
（渋々）
承認されて
います。２９年、世界恐慌の時、奉天ＲＣ設立、
第１回地区大会が京都で開催。初代ガバナー
は米山氏。当時、シェルドンの「He Profits
Most Who Serves Best」は「最も稼げる」
「最も
利益が出る」
と訳され、
日本の風土にそぐわな
い、
「撤回をＲＩに申し出よう」
との過激な議論
も出たそうです。撤回は保留になりました。
翌年、
ＲＩ創立２５周年で大きな大会がシカゴ
で開催、
日本を代表して徳川家達氏
（維新が無
ければ１６代将軍：貴族院議長）
が東京ＲＣから
参加。
流暢な英語で演説（
「民族の勃興」
）
して
大拍手を貰う…この辺までが戦前のＲＣの良
かった時代。翌３１年、柳条湖事件、満州事変
が始まり、
きな臭い国柄になってくる訳です。
【幹事報告】
・１０月ロータリーレート １ドル＝１０２円
１０／５第５回理事会開催。上程議題は私
まで。１１／５・６熊谷文化創造館での地区大
会は飯能まつりと重なっております。出欠の
提出を至急お願いします。

◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
・１０／１１（火） 合同例会
（１３木）
に振替
丸広７Ｆさくら草ホール 点鐘１８：３０
・１０／１８・２５（火）入間万燈まつり参加に振替
・１１／８（火） 地区大会に振替
・１１／１５（火） １２土
「家族でＢＢＱ」
に振替
・１１／２２（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）
【委員会報告】なし
◎飯能商工会議所
大附君
１０／７大河原工業団地工業会の協力を頂き
会員交流会を開催します。キューピータマゴ
（株）、協和電機化学（株）の工場見学後、ヘリテ
イジで企業との交流会、１８時より。奮って
ご出席頂ければと思います。
【出席報告】無断欠席２

半田出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
９／２４（地区）和泉君、土屋（良）君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・久し振りに伺いました。
寄居ＲＣの小宮です。
よろしくお願いします。
（寄居）小宮俊光様
・津本先生、本日はようこそお出で下さいま
した。よろしくお願いします。
森君
・早退
吉島君、半田君、大野（康）君
本日計５，
０００円、累計額２１０，
００２円。
◎５日例会当番は石井、和泉会員です。

【卓
話】
講師紹介
森プログラム委員長
０１年、
経済系出版社
「ダイヤモンド社」
入社。
『週刊ダイヤモンド』で総合商社業界を皮切り
に自動車、流通、金融、運輸、不動産、ゼネコン
等を担当。
１４年から
「ダイヤモンド・オンライ
ン」編集部に所属、
広く経済情勢をリポートす
る記事の執筆、
編集等をされています。
トーメ
ンと豊田通商、日商岩井とニチメンの合併、
ダイエーの整理、三菱自動車の危機、ＪＡＬ倒
産等、経済情勢がアップダウンする中で企業
の危機や破綻を多く取材して来られました。

情報氾濫時代に、
どうやって情報を読み解くか？
ダイヤモンド・オンライン
記者 編集者

津本朋子様

インターネットが出て来てから非常に沢山
のマスメディアが出来てしまって、正直よく
分からないという感じなのではないでしょう
か。ネットメディアの現状と、
「大手メディア
でも信用出来ない」と言われるような誤報が
何故どのような構造から起きるのかも含めて
業界の現状についてお話させて頂きます。
有料媒体は部数が激減。ネットではタダで
記事が読め、ＴＶ動画も見られる。
一般の人が
触れる情報量は格段に増え、
２０００年代に入り
この傾向は顕著になりました。戦前戦中の情
報統制の恐ろしさは分かっていても、情報が
氾濫する事が良いのかと言うと、おそらくそ
うでもないのではという実感をお持ちの方も
沢山居られるのではないか。
「何を信じていい
か分からない」
「ウソかホントか分からない」
。
私がその事を実感したのは放射能汚染の問題。
「東京も危ない」
「これ位は平気だ」
と、
パニック
になった人も沢山居たと思う。情報が氾濫す
る事が必ずしも生活を豊かにする事ではない
というのが今の私の実感です。
３種にメディアを整理すると①大手メディ
ア：社内記者が取材。
その能力によって記事の
質が全然違う。
「〇〇社だから優秀だ」
という
事はない。②ネットメディア：大手メディアの
ネット版や、それらを集めて提供するサイト、
新しく創られたメディア「ＴＨＥ ＨＵＦＦＩＮＧＴＯＮ
ＰＯＳＴ」
、有名人のブログ等をまとめた
「アゴラ」
「ＢＬＯＧＯＳ」
等、ネット専業の
「ＢｕｚｚＦｅｅＤ」
等。
これ
らの良い所は沢山の人が情報発信する機会を
増やした事。蓮舫氏の国籍問題はネットメデ
ィア界隈で騒がれたのが発端。ただ、このジ
ャンルは玉石混淆で、他の記事をパクったり
やらせが横行している印象がある。私の書い
た記事がほぼコピペされた記事をいくつも拝
見した。最大の問題は制作コストが低い事。
③
（ツイッター、
フェイスブック等）
ソーシャルメディ
ア：内容は主観的で間違いは普通にある。誹謗
中傷系の事をそこそこ書いても裁判にはなら
ない。匿名性が低く会社規模が大きいと裁判
リスクが高くなるから真面目に仕事をする。
匿名性が高ければ高い程、リスクが低いので
信頼度は相対的に低くなる傾向がある。
ネットに触れる時、
注意したい点。
１つは「検
索キーワード」
「
。放射能 怖い」
と入れると怖い
情報しか出て来ない。
「放射能 大丈夫」
だと大
丈夫そうな情報が出て来る。
これが意外に情報
収集の盲点。池上彰氏もおっしゃっていたが
検索キーワードに縛られるのがネットの特徴。
偏ったキーワードで調べると偏った情報しか

出て来ない。反証、
反論と
なるキーワードも入れて
調べる事を心掛ける事が
大事。記事の
「日付」
にも
注意。
山中教授の
「小保方
さんの発見は素晴らしい」
という、まだボロが出て
いない頃のインタビュー
記事が今日の記事のよう
にシェアされたりもした。
匿名性の高いサイトでは
話半分以下で見る覚悟で見ないとどうしよう
もない情報を掴む事になる。また、ＳＮＳの
友だち繋がりは趣味嗜好の似た人が集まり易
く、似たような意見しか集まらない。限られ
たコミュニティの中で交流しているだけとい
う事が起きるメディアでもある、
と意識すると
違った視点でものを見られるのではないか。
大手でも間違った記事が出るのは何故か。
①情報が制限されている場合：拡散した放射能
を示した地図
（ＳＰＥＥＤＩ）
は事故後１、
２日で霞
ヶ関の官僚の局長
（か部長）
以上の人にはメール
で回っていたらしい。それを広く国民に知らせ
る事は無く、
情報が遮断されていた。
こういう事
が起きる時には余程取材力が高い記者でない
となかなかリーチ出来ない。基本的に記者は
伝聞稼業。知り得る立場の人に取材する事を
しなければいけない。良いニュースソースを
持っているか、
信頼関係を築いて情報を貰える
か、
ウラをとる
（本当かどうか精査する）
事が出来
るかが腕の見せ所。それが出来る記者ばかり
ではない。情報が制限されている時にマスコミ
の力量が一番問われる。②専門家でも意見が
分かれる場合：２０１１年秋から翌１月頃、
東大医
学部の児玉龍彦氏
（『内部被曝の真実』）
と中川恵一
氏
（『放射線医が語る被ばくと発がんの真実』）
が全然違う事を言
っていた。東大医学部の別の教授に聞くと
「安
全だと言う事ではないが、甲状腺がん以外に
エビデンスが無いという事は『分からない』と
いう事だ。だからいろんな意見が出る」
との事。
専門家の意見が割れてしまうとマスコミの報
道も右に行ったり左に行ったりしてしまうの
はある程度やむを得ない。③行き過ぎた報道
合戦：特ダネを取って来ると記者は褒められる。
他社が報道しているのに自分の所だけ落とし
てしまうのが
「特オチ」
。記者はこれが怖くて
ウラ取りが甘いまま出してしまう。いきなり
書いてしまう事を業界用語で
「飛び降りる」
と
言う。最悪は④視聴率・部数・ページビュー
のため：読んで欲しいからワザとやらせをする。
タイトルを過激に付ける
（
「釣り」
）
。ある時期、
「三菱の自動車が燃えた」
という報道が多くなっ
た。日本で一番車が燃えているのはトヨタ車。
登録車シェアは当時も４５％位。
けれども
「トヨタ
が燃えた」
とは報道されない。
壮大な騙し。
恐ろ
しい話です。
リコール隠しは悪いが、
そこだけ
焦点を当てて、
あとは無い事になってしまう。
どういうふうに情報を見ていったらいいか。
１つ言えるのは、
あえて反証を調べる事。人間
の習性として白黒はっきり付けたい。提供す
る側も読んで欲しいのではっきりさせ過ぎてし
まう。比較検討を心掛けるだけで、
騙されたり
混乱させられたりする事がかなり減る。ネッ
トメディアの性質もよく理解し、日付やどん
なメディアが書いているかをチェックして判
断する習慣を付けるだけでも、山ほど溢れて
いる情報の中から良いものを選べる可能性が
高くなってくるのではないかと思います。

