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を煽りに煽って、大変だ、大変だと、必要以上に
センセーショナルに扱っている。許しがたいのは、
実業の社会を知らぬ書生ッポ気質のベロヤの新聞
記者、アナウンサーを起用して、さかしらな、ハ
スッパな言辞を使って、視聴者の多くに、郵便ポ
ストの赤いのも、電信柱の高いのも、自分の人生
がうまく行かぬのも、すべては世の中のせい、政
1985年、今から25年前のこ

治行政のせいという錯覚を与えていること。無い

と。当時、民放では画期的企

ものねだりと、アマエとタカリを蔓延させてしま

画とされた午後10時台の「ニ

っている。

マンエン

ュースステーション」という

良きにつけ、悪しきにつけ、世間様に多大の影

新報道番組のキャスター公募

響を与えるマスメディアの世界にいると自分が偉

に応募して、幸か不幸か、

くなったと勘違いして、夜郎自大となり、ふんぞ

6,000人の中から選ばれて、

り返って世間を見下している輩の多いこと。因み

７年半にわたり、テレビに出演した実体験から是

に私はアサヒと名のつくものは、ビール以外、大

非お話しておきたいこと。さすが、NHKは別存

嫌いだ。テレビや新聞の単細胞的な主張に影響を

在で、信頼がおけるが、民放の報道番組は、「こ

受けてしまう国民の側も大問題だ。第二次世界大

の国のため、社会のため」とか、「真実は、」より

戦に日本は、軍部や物言わぬ「日の丸」「君が代」

も、とにかく視聴率優先、番組の視聴率を上げる

のせいのみで突入していった訳ではない。新聞が

ことで、広告代、CMの増収を図るという、新聞、

その報道によって国民を戦争に動員したのだ。こ

雑誌と同じ、売らんかなの商業主義に陥っている

の頃、一般社会には、厳しく製造者責任が問われ

ことが、大問題。しんどいこと、むずかしいこと

るPL法が存在する。日本と日本人はマスコミに

より、とにかく、種々な演出をニュースに採用し

寛容であり過ぎる。そろそろ日本のマスメディア

ておもしろおかしく。さなきだに心配症の日本人

の本質を見抜いて欲しい。

きび

では、『京都展』を実施されていますが、『北海道
展』と『沖縄展』が三大人気展とのことでした。
渡辺雅司様は亀戸天神にある老舗、くず餅で有
名な『船橋屋』の若大将です。当クラブの中澤雅
彦会員の友人です。当社・雪和食品はかつて池袋
にあった酒問屋・塩田屋さんの青山常務が廃業す
元ニュースキャスターの若

る前に川光物産と親戚というのを知っていて、ご

林正人様、ようこそ。本日の

指示により『船橋屋』さんへ玉三の冷凍白玉を何

卓話「マスコミこそが諸悪の

年間か納入させて頂きました。納入していた当時、

根源」何やら毒気が感じられ

昭和9年生まれの私の母・旧姓・梅田睦子は『船

るテーマです。楽しみにしています。ご紹介いた

橋屋』の娘さんと友人だったと聞いています。母

だいた湯本高之会員ありがとうございます。東京

は市川から桜陰中学に通学していましたが亀戸の

東ロータリークラブの渡辺雅司様、松戸東ロータ

『船橋屋』の渡辺姓の娘さんと総武線同士で仲良

リークラブの渡辺剛様、ようこそお出で下さいま

くして頂いたそうであります。聞けば、渡辺雅司

した。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。伊勢丹

様の叔母様だそうであります。そして所属されて

− ２ −

いる東京東ロータリークラブと言えば、あの佐藤
千寿さんが在籍していたクラブです。渡辺さんの
おじいさまが佐藤千寿さんとは仲良くご一緒され
たとのことです。そして例会終了後に判ったこと
なのですが松戸ロータリークラブ森田力会員のお
１．クラブ内、会議・連絡事

姉様が『船橋屋』さんに嫁がれているそうです。

項等の案内

つくづく世間というものは本当に狭いものである

特にございません。

と感じました。
先週は最終のクラブ協議会を開催しました。本
日、杉浦裕会員は商工会議所会頭として松戸西ロ
ータリークラブに講演に出かけられています。来

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
特にございません。

週はいよいよ6月、最終の理事会です。私はロー
タリーの会長になってから新聞を良く読むように
なりました。バランス感覚はやはり新聞でしょう。

３．他クラブ会報・その他
特にございません。

義理の兄貴が朝日新聞社のカメラマンでしたから
義理で朝日新聞を購読していましたが記事の内容

４

についてはいつも不満で大嫌いでした。兄貴が定

例会変更の連絡
特にございません。

年退職してから、現在は読売新聞です。
本日のテーマではないのですが、諸悪の根源は

５．その他報告

東京大学・工学部・原子力科のなかよしグループ

特にございません。

だと言う意見があります。原子力安全保安院は東
京電力に対しては牽制役のはずであります。テレ
ビの討論番組のある質問に対して「そのような安
全の為の設備はコスト上、とうていできなかっ
た。」との発言がありました。私も見ていて、あ
んたがコストのことをいうのはおかしい。安全は
すべてに優先されるべきことを強調する立場だろ
2011NEW 環境展が5月24日

う！メディアとかマスコミのない江戸時代、たま

〜27日まで、東京ビックサイ

に瓦版が配られると熊さんや八っさん達は博識の

トで開催されております。昨

ご隠居に聞いたのでしょう。さしずめ、「ご隠居、

日見学に行き、感じたことを

こいつら市中引き廻しの上、はり付け獄門です

お話しします。

ぜ！ 」きっと桜吹雪の大岡様がだまっちゃいま

はじめは、「環境社会検定

せんよ……
『西岡参院議長は１８日、東日本大震災や原発
事故への菅首相の対応を厳しく批判し、一刻も早
く退陣するよう求める論文を読売新聞社に寄稿し
た。三権の長である立法府・参院議長が、行政府

試験（通称ECO（エコ）検定）」
で、主催は東京商工会議所・施行商工会議所主催
ですが、本年度２回（第10回・第11回）実施され
るようです。会社などではこれから必要と感じら
れました。

の長である内閣総理大臣の退陣を求めるのは極め
て異例であります。』

ご隠居さま、これはいっ

てえ、どういうことなんです！日本はどうなっち

展示内容は「廃棄物処理、再資源化、水・土
壌・大気、作業環境、バイオマス、エコ製品」な
どでした。

まうんでしょう！まあまあ、山より大きいイノシ
シはいないから…色んなことに本当かなと疑問を

同時に2011地球温暖化防止展を開催しておりま
した。
そこでは、東京電力福島第１原子力発電所の事

持つことが大切なんじゃよ。
− ３ −

故に関連して、一律に電力使用量を15％減少する
必要に迫られております。
私の若き頃の専門が電気でありましたので、
LED照明展示、その他節電対策の遮熱塗料が目に
つきました。
こちらの展示内容は「太陽光発電、小水力発電、
雨水利用、バイオマス、省エネ照明、省エネ機器、
遮断・断熱技術、ヒートアイランド対策、冷房・
冷却、緑化」などでした。

紹介者

湯本会員

若林様

ロータリー・クラブとして環境問題を見る時、
「ロータリーの友」３年半分の調査では、ロータ
リー・クラブが実施しております主なものは、
「植樹・植栽、清掃、剪定・下草刈り、環境に関
する講演会・フォーラム、寄付行為」などであり
ました。
今回の環境展は、ロータリー・クラブから見る
時、社会奉仕委員会のプロジェクトに参考になる
ことは少なく、事業者（会社）が自社の環境対策
を実施する上では参考になると感じました。

伊原会長

会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

出席44名

義務会員38名

免除会員 6名

仮欠 8名

義務会員 5名

免除会員 3名

若林様

若林様と会員の皆さん

常盤

映彦君

島村

善行君

橋口

和幸君

飛田

勤君

湯本

高之君

松戸東ＲＣ

島村

俊充君

米山カウンセリング会議 ５月７日

川並

芳純君

ライラ委員会

５月20日

川並芳純君／入会して早くも５年が経ちました。

安井

克一君

ガバナー補佐会議

５月15日

５年経っても至らない所ばかりですが、これから

杉浦

裕君

松戸西ＲＣ

５月25日

も宜しくお願いいたします。

本日出席率

大川

吉美君

５月20日

87.76％

渡辺

剛様

松戸東ＲＣ

渡辺

雅司様

東京東ＲＣ

ニコニコBOX

当日￥ 5,000

累計￥1,143,000

財

当日￥ 3,960

累計￥ 153,796

団BOX

文責／山田（達）
− ４ −

