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千歳ロータリークラブ会報 

川端会長方針 

“いい仕事をしよう” 
会 長 川端 清      副会長 齊藤 博徳      幹 事 大澤 雅松 

会長エレクト 藤本 敏廣    会 計 五十嵐 桂一   

第2510地区ガバナー 安孫子 建雄 第７グループ・ガバナー補佐 大川 健一 

 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

本日の例会（３月２７日 第３９回）通常例会                       担当：次年度三役 

２０１４年３月２７日 

第３６号 （通算２１９１号） 

第３８回（通算２３１４回）例会報告  

日時：2014年3月20日（木）12：30～13：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場   

プログラム：通常例会      

担当：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一 委員長 

四つのテスト：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

                   末廣 孝 委員    

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

会長挨拶（ 川端 清 会長） 

 本日はロータリー財団・米山記念奨学

委員会の担当例会で、北海道新聞社本社

で勤務をされておられます、本郷 由美子

様をお招きして卓話を頂きます。よろし

くお願い申し上げます。 

 

 3月12日の11時～12時に千歳商工会

議所において、千歳ビアガーデン実行委

員会が開かれました。事業報告に関しま

しては、開催前日からの準備作業の状況、開催二日間で行っ

た行事内容と、来訪者数は6,200名で収支決算は黒字との

報告が有りました。その後、千歳ビアガーデン実行委員会の

解散と、引き継ぎに関しては千歳商工会議所が現状維持で運

用するという事が可決されました。また、ビアガーデンでの

テントの使用制限は無いので、個人の来場はもちろんです

が、出来れば各企業・団体においては従業員への慰労や例会

等での利用など団体参加をお願いしたいとの事でした。 

 

 同じく3月12日の14時～16時に恵庭RCの例会場におい

て、第7グループ第2回会長・幹事会が行われました。大川

ガバナー補佐は、数ヶ月前の重いご病気から快気し、大変お

元気になられました。これから5月24日(土)のIMに向けて

頑張るそうです。先週のフジボウルでの夜間移動合同例会に

も参加しておられました。 

 

 以上、ご報告と会長挨拶とします。本日も最後までよろし

くお願い申し上げます。 

～３月は識字率向上月間 ～    

出席率 

今回：54.7％（  3月20日＝29／53、実数） 

確定：66.0％（  ３月 ６日＝35／53,うちMu0名） 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

①前回は、年に1度のローターアクトとの合

同ボウリング夜間移動例会でした。会場の

フジボウルを経営する村上 倫行 会員のご理

解・ご協力で、フジボウルでの移動例会で

初めて国旗、ロータリー旗、ローターアク

ト旗を掲示し、点鐘により例会を行いまし

た。 

②4月19、20日に札幌で開催されるRYLA

（ライラ）セミナーに千歳RACから参加す

る吉岡 毅 会長に登録料2万円の内、1万円

を当クラブから助成します。 

③3月3日に亡くなられた当クラブ第19代会長、齊藤 公彦 さんの

ご遺族で千歳LC幹事の齊藤 元彦 様から「千歳RCの皆さんのご会

葬、弔電、弔花、弔旗に対して」と、ご厚志を頂きました。クラブ

の収入とします。 

④3月12日、第7グループ会長・幹事会が恵庭ＲＣ例会場で開か

れ、千歳ＲＣが全員登録を決めています、5月24日のＩＭについ

て、会員向け案内と登録料請求書を4月1日以降に発送します。Ｉ

Ｍは17時から恵庭市民会館で開催されますが、その前に親睦ゴル

フ大会が同日8時からシャムロックカントリー倶楽部で、親睦ボウ

リング大会が14時からフジボウルで開かれます。これらの出欠確

認も4月に発送します。 

⑤最新の「2013年手続要覧」（ロータリアンの手引き）を次年度

理事、ロータリー情報・定款細則委員会委員などに1冊900円の有

料で販売しています。希望する会員は事務局に申し込んで下さい。 

⑥次回例会は3月27日で次年度三役担当の通常例会です。また、

例会前11時30分から理事会があります。27日は更に、18時30

分から金沢会員の送別会を開きます。 

⑦本日はロータリー財団・米山記念奨学委員会担当で、北海道新聞

社本社勤務で元千歳支局記者でもありました、本郷 由美子様に

「アメリカにおける新聞の衰退と社会への影響」と題した卓話を頂

きます。ご静聴お願いします。 

本日のお客様（紹介：大澤 雅松 幹事） 

 本日のお客様は、北

海道新聞社 編集本部の

本郷 由美子 様です。 

委員会報告（国際奉仕委員会・クラブ会報・広報・雑誌・

ＩＣ委員会） 

国際奉仕委員会 南雲 州治 委員長 

 国際奉仕委員会から報告とお礼を申

し上げます。皆様にお願いしておりま

した、年賀状の書き損じ葉書の収集に

つきまして、千歳市社会福祉協議会へ

届けてまいりました、合計235枚のご

協力を頂き、千歳市社会福祉協議会よ

りお礼状を頂きました。皆様方にご報

告とお礼を改めて申し上げます。ご協

力有り難うございました。 
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クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 秡川 勝文 委員長 

 先日3月6日に卓話をして頂きまし

た、支援センターゆみな 代表理事 清

水 道代 様から、障害者福祉について

の新たな法制に関する請願の署名につ

いてお願いがありました。3月27日に

取りに来られるそうです。次回例会時

に集めさせて頂きますのでよろしくお

願い致します。また、当日例会に出席

出来ない会員の方は事務局の方へお届

け下さいますようお願い致します。ご

協力の程よろしくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ 

1．佐々木 昭 ＰＣ 5年振りに道新の本郷さんにお会いしまし

た。当時、議会での取材と我が家のハスカップの記事を取り上げ

て頂きました。2．山中 正一 会員 先日は母の誕生日にお花を有

り難うございました。息子からも貰った事がなく、感激していま

した。3．稲川 和伸 会員 夜間移動例会後のボウリング大会で間

違って2位になりました。翌々日に何故かお尻が筋肉痛になりまし

た。4．菅原 正行 会員 本郷さん、本日の卓話よろしくお願い致

します。何度もメールで連絡させて頂き、申し訳ありませんでし

た。5．南雲 州治 会員 先日、妻の誕生日にお花を頂きました。

妻は大変喜んでいましたが、私は改めて妻の誕生日を確認しまし

た。6．大西 信也 会員 平成25年度、富士宮市教育委員会主催の

第11回「富士山を詠む」俳句賞で入選しました。（入選句）「雲

の中 一目恋しい 夏の富士」意味合い：夏に富士山を見に行き

ましたがやはり雲が多く、2日間全然富士山が見えませんでした。 

7．川端 清 会長 本郷さん、卓話よろしくお願いします。8．末

廣 孝 ＰＣ 孫3人それぞれが公立の中学・高校・大学に合格しま

した。9．金沢 明法 会員 今日を含めてあと2回の例会出席とな

ります。来週もどうぞよろしくお願い致します。10．長澤 邦雄 

ＰＣ 第22回駒そば会の記事が千歳民報に掲載されました。有り

難うございました。11．大澤 雅松 幹事 本郷さん、本日はよろ

しくお願いします。12．平間 和弘 会員 3月5～7日にシャム

ロックカントリー倶楽部主催の千葉県ゴルフツアーで3日目のザ・

カントリークラブジャパンの大会で準優勝しました。13．前田 浩

志 会員 先日の夜間移動例会のボウリング大会で個人戦・団体戦

共に3位でした。稲川さんに負けましたが納得の結果です。14．

武石 忠俊 ＰＣ  孫娘が北海道大学に合格しました。15．加藤 輝

明 会員 千歳はなますクラブ旅行会のゴルフでべスグロ準優勝し

ました。16．羽山 昇蔵 会員 シャムロックカントリー倶楽部の

旅行会にて、千葉で誕生日会をやって頂きました。17．喜多 康裕 

会員 インフルエンザから回復しました。 

本日のニコニコ集計１７名 合計３５,０00 円  

ロータリー財団・米山記念奨学委員会卓話（北海道新聞社 

編集本部  本郷 由美子 様） 

進行：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 菅原 正行  

委員長 

  
 本日の講師、本郷 由美子 様をご紹介致し

ます。本郷様は千葉県出身、千葉大学卒。学

生時代と卒業後、合わせて2年間インドネシ

アに留学され、2003年北海道新聞社に入

社。釧路支社（2003～06）、千歳支局

（2006～09）で記者として勤務した後、

本社（札幌）編集本部に在籍し、記事の見出

しやレイアウトを担当。2012年8月から

2013年8月まで1年間休職し、アメリカ・

ピッツバーグ大学公共政策・外交大学院に留

学されました。 

 本日の卓話の題目は「アメリカにおける新聞の衰退と社会への影

響」となっております。それでは本郷様、よろしくお願い致しま

す。 

 

卓話：北海道新聞社 編集本部 本郷 由美子 様 
 皆さんこんにちは。北海道新聞社で記者を

しています、本郷 由美子と申します。5年前

に千歳支局で千歳の経済を担当していまし

て、自衛隊、市役所、空港など色々な所を取

材させて頂きました。5年前の事ではありま

すが、改めて今ここに来まして、そうそうた

る顔ぶれの方々を拝見し、少々緊張しており

ます。昔、取材をさせて頂いた方々が沢山い

らっしゃり、感慨深い思いですし、こちらの

ホテルにも何回か取材に来させて頂きました

ので、懐かしく思っています。さて、インターネットが普及して以

来、新聞が世界中で危機に瀕しています。アメリカでは記者が解雇

され、メディアは幾つかのメガ企業に独占されるようになり、

2007年以来、少なくとも200紙が紙での発行を終了する事態とな

りました。先ほどご紹介にありましたが、北海道新聞社では1年間

の留学制度があり、それを利用し、札幌のロータリークラブに申し

込みをした上で、3枠の内の1枠に入り、ロータリー財団の奨学金

で留学をさせて頂きました。本日はアメリカの新聞業界の衰退と、

その社会への影響を知る事で、まだアメリカよりはマシとされる日

本の新聞業界の今後について考察したいと思います。 

 

～アメリカにおける新聞の衰退と社会への影響～ 

 

※以下、卓話の抜粋です。 

 

 アメリカのジャーナリズムに関す

る本に書いてあった言葉より：新聞

のクライアントは読者であり、

ジャーナリズムのクライアントはコ

ミュニティです。読者は直接的にま

たは間接的にジャーナリストが行っ

ている政府の監視、情報収集、分

析、世論の形成、などに関して料金

を支払っています。記者は全ての個人の読者の興味のある話題を全

て調べて提供する事は出来ないので、報道のクライアントはコミュ

ニティである、と言えます。 

  

 写真：アメリカ新聞協会によるグ

ラフです。紙の広告収入は2006年

から55％落ちています。デジタル

広告は全体の広告収入の15％に

なっていますが、紙広告の劇的な減

少をカバーするには至っていませ

ん。2012年の割合では、デジタル

広告が1ドル増える毎に、紙広告が

15ドル無くなっている、という計算となります。これまで新聞に

掲載されていた広告は、就職サイト、中古車サイト、不動産サイト

などのサイトに移っています。 

 

 写真：まちから地元紙が無くな

り、記者が居なくなったらどうなる

でしょう？政府の不正が見逃され

る：よく知られる例は、カリフォル

ニアのベルというまちで起こった出

来事です。ベル市の行政官（事務方

トップ）と、その他の市の幹部が驚

く程、高い給料を貰っていました。

この行政官の給料はオバマ大統領の2倍の78万ドル（7,800万

円）。2010年にロサンゼルスタイムスが報じました。もしプロの

記者が定期的にこのまちの議会や予算を監視していれば、市長達が

4年間不当に得ていた市民の税金からなる560万ドル（5億6千万

円）の支出を防ぐ事が出来たかもしれません。 

  

 写真：欧州のように税金の免除

や、カナダ・ケベックでの地方政府

のローカル紙への資金援助などがあ

ります。市民記者の活用は、これま

でもツイッターやフェイスブックを

利用するなどして各メディアが行っ

て い ま す（CNN の i-reporter な

ど）。ただ、情報が正確かどうかは

チェックの必要があり、結局はチェックに人員が割かれます。

ニューヨークタイムズはデジタル紙面で利益を上げてきているらし

いです。日本では朝日新聞、日経、産経なども参入していますが、

利益を上げられるかどうか分かりません。将来は道新も取り組んで

いく事でしょう。～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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