2017-2018 年度 RI テーマ ：変化をもたらす 〜MAKING A DIFFERENCE〜
HIRATSUKA RC テーマ
：明るく 楽しく …そして誇りをもって！
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5 月 24 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者 43(41) 名

出席率 70.49 %

前々回

5 月 10 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者 39(37) 名

出席率 63.93 %

本日の卓話者ご紹介
株式会社 時事通信社
横浜総局長 福山亨 様

卓話

通信社って何ですか？
株式会社 時事通信社
横浜総局長 福山亨 様
「通信社」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか？
おそらく、新聞の国際面やスポーツ面の記事に見られる
クレジット（例：
【ワシントン時事】）ではないでしょうか？
これは、通信社から送られた外電（海外特派員電）を
新聞社が記事に使用した時に、その記事の出所を明らか
にするために付与するものです。
勿論、新聞社は国内の記事でも通信社の情報を使用
する場合がありますが、国内関係の記事の場合は通常、
クレジットは入れません。
今回皆さんの前でお話しするにあたり、通信社の歴史
を調べてみました。すると、欧米では１９世紀中ごろに
は、既に伝書鳩を利用して金融市場の情報を伝える商業
通信社が誕生していたことが分かりました。さらに、日本
では江戸時代前半（１７世紀）には旗振り通信という手
法で、営利目的での情報伝達業が興っていたことも知り
ました。大阪の堂島米会所（米市場）の相場をいち早く
知ることにより、儲けていた商人がいたのです。洋の東西
を問わず、この仕事を始めた人は「ジャーナリズム」な
どという崇高なものではなく、
「金儲け」が目的だったの
ですね。

MUP
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そして、日本では太平洋戦争に向かう中、複数の通信
社をひとつにまとめ、国策通信社ともいえる「社団法人
同盟通信社」が誕生し、その母体となる通信社のひとつ
から広告部門が独立して広告会社「電通」になりました。
終戦後はＧＨＱによる自由競争主義の追求もあり、同盟
は自主解散し、翌日（1945 年 11 月 1 日）、「株式会社
時事通信社」と「社団法人共同通信社（現在は一般社団
法人）」が誕生しました。
時事通信社の収入の柱のひとつは、前述の新聞社へ
の記事提供です。しかし、若者の新聞離れは進み、新聞
業界は苦戦しています。通信社も運命共同体です。そこ
で、通信社には発想の転換が求められました。新聞社
と通信社の違いを極めて簡単に言うと、
「紙面の有無」
「社
説の有無」「締め切りの有無」となります。この『「紙面
がない」を「印刷コストからの開放」』に、
『「社説が無い」
を「どこにでも使える中立情報」』に、そして『「締め切
りがない」を「２４時間３６５日リアルタイム配信」』
に発想転換して商品化し、収益源を広げることに努めて
きました。空港ロビー、電車、エレベーターなどの公共
スペースでの通信社ニュースの出現には、こうした背景
があるのです。
しかし、世界中の情報が簡単に、且つ無料で入手で
きるようになった今、そして、人工知能が記事を作る今、
これから我々がどういう情報を誰に対して、どういう方法
で作り、伝えていくのか。新たなビジネスモデルの構築
が求められています。
最後に、そんな当社と皆さんとの接点についてお話し
します。３つほど思い浮かびました。一つ目は、当社の
ニュースを皆さんに直接読んでいただくことです。方法
はＷｅｂサイト、スマートフォンなどいろいろありますが、
昨年、スマートスピーカーから音声で聞くニュースも始
めました。皆さんも朝、「今日のニュースは？」と声を掛
けて、スマートスピーカーから最新のニュースを聞いてみ
て下さい。二つ目は取材・記者会見でしょうか。マスコミ
は常に「１番○○」というフレーズが好きですので、記
者発表では「神奈川県で初めて・・・に成功」とか、「日
本初となる・・・を発売」というフレーズを無理やりで
も用意しましょう。最後は時事通信グループの会員制講
演会事業である「内外情勢調査会」です。全国 151 支
部が合計で年間 1,500 回を超える講演を行っています。
平塚にも 1972 年 11 月設立（45 周年）の歴史ある支部
があり、現在は常盤さんに支部長を務めていただいてお
ります。当社が取材ネットワークで構築した 2000 名を超
える著名な講師陣たちによる年 20 回（平塚、東京都内で
各 10 回）の講演会を行っています。（了）

平塚ロータリークラブ 週報 3155 号
◎地区「新会員の集い」が5月26日(土)に開催されます。
クラブからは、小林会員、上野会員、山口会員、平井
会員が出席されます。

卓話者ご紹介
福山
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時事通信社入社 官庁部
松山支局
本社 業務部 金融法人担当
ニューヨーク特派員
本社 業務１部 次長
本社 マーケット情報部 部長
横浜総局 総局長

◎２月にお申込み頂きましたロータリー手帳が届きました。
ご予約されました会員は例会後に受付にて１冊￥700
でお受け取り下さい。
お名前は、今村、上野、木村、小泉、杉山、三荒、
森会員です。
予約されていない方もお受けできますので、お申し出
ください。
◎次年度の会員名簿の記載事項に変更のある方は変更用
紙にご記入の上、事務局へご提出願います。
写真の変更希望の方はメールにてデータでお送りくだ
さい。変更用紙が必要な方は受付にありますので、お
申し出ください。
委員会報告
・会員研修委員会 委員長 関口幸恵
本日、18:30 平塚商工会議所２F 特別会議室にて第３回
新会員セミナーを行います。今回は、本年度の最終回に
なりますので、ご参加の方は、よろしくお願いいたします。

左から厚木 RC 黄金井陽介様と卓話者の福山亨様と片野会長

・七夕をつくる会 幹事 升水一義
第 68 回湘南ひらつか七夕まつりの協賛金のお願いです。
例年同様、七夕飾りを掲出し、平塚 RC をアピールする
と共に、ロータリークラブの公共イメージのアップを図り
たいと思います。また、本年度は、新しい切り口を考え
てります。会員の皆様におかれましては、何卒、ご協力
の程お願いいたします。

次年度ガバナー補佐よりご挨拶
本日は新旧ガバナー補佐の引継ぎクラブ訪問で、今年度
ガバナー補佐の常盤卓嗣会員と次年度ガバナー補佐の百
瀬恵美子様が引継ぎのご挨拶をされました。

・公共イメージ委員会 委員長 柏手茂
ロータリーデー開催のご案内です。６月３日（日）
、午前
10 時より湘南スターモール：まちかど広場にて第８グルー
プの７RC 合同で、END POLIO NOW キャンペーンを
湘南ひらつかよさこい祭りの中で行います。会員の皆様
におかれましては奮ってご参加ください。
メークアップ（MUP)

4名

飯塚和夫、木村義広、常盤卓嗣、鳥山優子会員

次年度杉山会長、今年度片野会長、
次年度百瀬ガバナー補佐、今年度常盤ガバナー補佐

本日のスマイル

18名

ゲスト

1名

( 株 ) 時事通信社横浜総局長 福山亨様

幹事報告
◎下期情報集会を昨日青グループが開催いたしました。
日程が確定しているグループ幹事は会費の補助金をお渡
し致しますので、日時、参加人数を事務局までご連絡く
ださい。今回のテーマは「ロータリー活動を更に楽しむ
ためにはどうしたら良いか」です。
集会終了後に各グループ幹事は報告をデータで事務局
へお送りください。報告会は 6 月 7 日 ( 木 ) となります。
皆さんの活発な意見交換をお願いいたします。

クラブ会報委員会

2名

ビジター

◎ 馬上 晋

次年度ガバナー補佐 百瀬恵美子様
厚木 RC 黄金井陽介様
卓話・行事予定
5月31日
（木） 入会記念卓話
市内例会変更
現在ございません。

○ 青山 紀美代

西村 裕子

清水 雅広

平井敬規会員

