２０１９年 （ 令 和 元 年 ） ８ 月 ２ ２ 日 ( 木 ) 晴 第 ２ ６ ５ ８ 回 （ 当 年 度 第 ５ 回 ）例会

点 鐘
会長 岩田 静夫君
司 会
ＳＡＡ 猪子 明君
ロータリーソング斉唱
「それでこそロータリー」
四つのテスト斉唱
― 言行はこれに照らしてから ―
１.真実かどうか
２.みんなに公平か
３.好意と友情を深めるか
４.みんなのためになるかどうか
ゲスト及びビジター紹介
株式会社中日新聞社一宮総局 総局長
有賀 信彦様

祖父江 宗弘様
本日はＳＴＳにお越し
いただき、ありがとう
ございました。
ぜひご入会を！

米山奨学生
サマンサ ウン ムン イ君
ようこそ江南ロータリー
クラブへ！

会長挨拶

会長 岩田 静夫君

ＳＴＳでの卓話、ありがとうございました。
関戸 広美様
ようこそ江南ロータ
リークラブへ！
入会をお待ちしてお
ります。
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ご承知おきの方も多いとは思いますが、この２週間の
間で気になった新聞記事を紹介したいと思います。８月
１２日（月）の朝日新聞の生活の紙面です。

見出しは「『父子だけで帰省』してみると」（高橋健次
郎）です。内容はこうです。お盆は一家そろって故郷に
帰省。そんな恒例の風景の一方で、父親と子どもだけ
で父親の実家に帰る「父子帰省」が注目されている。…
…２６歳の会社員の男性、両親と妻の関係は良好、一
歳半の一人息子。自分の実家へ妻を連れて帰省すると、
両親も妻も気を使う。誰にも気を使わせない父子帰省を
した。両親は一家を迎え入れることに気を使う。一方、
妻は男性の実家で「手伝わなければ」と気を使う。男性
自身は、両親と妻の間で気をもみ、モヤモヤする。父子
帰省ならそうした状況にならずにすむ。男性は言います。
田舎の実家には、今の住まいにはない階段があったり、
普段子どものいない帰省先には、たばこが無造作に置
かれていたり、蒸気の出る炊飯器が床に置かれていた
りすることもあり、「両親に子どもを預け、羽を伸ばす」と
いう考えは甘かったそうです。しかし両親と海や動物園
に行き、休みを満喫できたそうです。又、妻は夫が子ど
もの体調を管理できるのか、義理の両親の運転は大丈
夫なのかと気が気でなかったそうでしたが、何より妻か
らは、一人の時間が確保できたことを感謝されたそうで
す。今では父子・母子、それぞれで帰省するそうです。
ある調査によると、「配偶者の実家への帰省」につ
いて、５７％の女性が「憂鬱」と感じ、これに対し男性は
２５％にとどまっているそうです。加え、父親は母親に比
べ、子どもの事故防止に関する意識が低いというデータ
もあるそうです。
つまり、「子どもの面倒をみることができて、安全も確
保できる。それが父子帰省する父親に最低限必要な条
件」と関西大学教授（ジェンダー論）の多賀教授は話し
ます。
幹事報告
祝

福

-別紙-

幹事

中村 耕司君

委員長

松井 智義

出席報告
委員長 木本 寛君
会員数
出席者数 欠席者数
出席率
４６名
２９名
１７名
６９．０４％
ニコボックス
木本 寛君
○有賀信彦様、ようこそ江南ロータリークラブへ。普段
は聞くことができない取材の裏話をお聞きできるのを
楽しみにしています。関戸広美様、祖父江宗弘様、よ
ろしければ江南ロータリークラブへの入会をお待ちし
ております。
岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良 各君
○このたび「ご縁」があり、弊社の飲食部として会社前
の旧「あかり寿司」を居酒屋「酒癒処 あかり」として
８/３１（土）にオープンする運びとなりました。
どうぞ宜しくお願い致します。
永田 広光君
○倉知さん、先日はお手紙をいただきありがとうござい
ました。関戸さん、祖父江さん、本日は江南ロータリ
ークラブへようこそお越し下さいました。
濱島 聡一朗君

○株式会社中日新聞社 一宮総局 総局長
有賀信彦様。ようこそ江南ロータリークラブへ！
伊藤 鶴吉、岩井 正彦、倉知 正憲、松岡 一成、
古田 嘉且、杉浦 賢二、片平 博己、長瀬 晴義、
岩田 進市、近藤 道麿 各君
卓 話
ＳＴＳ 「今だからこそ話せる取材の裏側」
株式会社中日新聞社 一宮総局 総局長
有賀 信彦様

●手掛かりは「布袋」
社会部で県警を担当していたころ、名古屋港でボスト
ンバッグに入れられた全裸の女性死体があがった。身
元の分かるものは何もない、と警察は発表した。うそで
はないが、実はバッグの中には遺体のほかに一つコー
トが入っていた。そして襟元にクリーニング店のタグが
付いており、「布袋」と書かれていたのだった。
布袋と言えば、江南市の地名。それを捜査関係者へ
の夜回りで聞き出し、翌朝、布袋にあるクリーニング店
に行くと、コートを持って刑事がさっき来たばかりという。
そこで、店長さんからさらに話を聞くと、コートの持ち主
が判明し、住所も教えてもらった。すぐに家に直行する
と、まだ刑事も来ておらず、女性の夫からじゅうぶん取
材することができた。
●ＪＲ.東海エリートの怨念が名古屋駅の繁栄を築いた
リニアは夢のまた夢。２００５年の取材に国土交通省課
長補佐が「この時代には、完成が数十年も先という事業
は不可能を意味する」と発言。ＪＲ東海部長級が大激怒
し、「国交省の役人ごときが」。この発言にはＪＲ東海の
方が国交省より上という意識が表れている。しかし、今
の中堅以下の社員にこの感覚はない。幹部が持ってい
る。なぜか。それはＪＲ東海は国鉄だったからだ。昔は
国交省は運輸省。東大を出たエリートのなかの位置づ
けでは、国鉄の方が運輸省よりはるかに上位にあり、運
輸省は二等官庁と呼ばれていた。このように国の交通
の中枢をになうエリートとの自負があったのに、分割民
営化で国鉄はばらばらになってしまう。みんなエリートは
東日本に行きたかった。もしだめでも、西日本。それが
貧乏くじを引いた人たちが第三勢力、しかも在来線の収
入は微々たるものの東海に行かざるを得なくなった。
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東京でもなければ、大阪でもない。本来、中央で活躍
するはずだったはずの自分が地方の名古屋にいかなれ
ばならなくなった。皮肉なことに在来線が東、西と比べて
少ないことでその支出が少なくすむ一方で、東海道新幹
線の莫大な利益が入ってくる。ＪＲ東海の収益の９０数
％は新幹線です。その資金を使って、名古屋に自分が
いるはずだった東京を作ろうと考えたのが名駅の上の
ツインタワーであり、ゲートタワーである。怨念がととも
に東京、中央へのあこがれがある。
●「ＴＯＫＹＯ」の威力
今から２９年前の１９９１年。１９９８年冬季五輪の開
催地を決める国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が英国の
バーミンガムで開かれた時のこと。記者室に入って驚い
た。
世界各国から大勢の記者が集まるため、体育館ほど
の広さがあるが、朝日も読売も、ニューヨーク・タイムズ
も、みな長机に肩を並べて仕事をしている。例外的に六
畳ほどのブースが複数かあり、世界の二大通信社ロイ
ターとＡＰが特別扱いを受けていた。当然、自分も長机
に座るものだと思いながら、ブースをよく見てみると、二
つのブースの隣にもう一つブースがあり、「ＴＯＫＹＯ Ｓ
ＨＩＭＢＵＮ（中日新聞社は関東で東京新聞を発行し、海
外では中日新聞より、東京新聞と名乗ることの方が多
い）」と看板があるではないか。長野が立候補している
のだから、日本のニューズペーパーを優遇してあげよう、
とのＩＯＣの配慮だが、それなら全国紙を選びそうなも
の。
どうやら、首都の名前を冠している新聞が日本で一
番部数の多い新聞だと勘違いしたらしい。この素晴らし
い思い込みはその後も続き、長野が開催地に選ばれた
後、サマランチ会長の単独インタビューも各社が申し込
む中、本紙だけがものにすることができた。

●鳩サブレを探せ
社会部で名古屋地検特捜部の取材を担当していたこ
ろ、親しい大阪在住の捜査関係者が名古屋に来て、夕
食をともにしていたことがあった。すると、午後１１時ごろ、
彼の妻から携帯電話にメールがあった。「東京出張なら、
鳩サブレを買って明日帰ってくるときに持ってきて」との
内容だった。名古屋で新聞記者と会うと言うのを妻には
言いづらく、東京出張と言って家を出てきていたのだっ
た。
妻は感じ取ったのだろう。「夫はうそをついている」と。
そして、こうも思ったのだろう。「浮気をして、どこか東京
ではないところで女と会っている」。そこで放った矢が恐
るべき鳩サブレだった。この鎌倉の焼き菓子は東京など
関東でしか販売されていないのだ。それを知ったのは、
夜中に２４時間営業のスーパーなどで彼と一緒に探し
回った後だった。
彼は翌朝、大阪に帰ってしまう。「なんとか頼むでー。
鳩サブレがなかったら、家に帰れんわ」。悲痛な声を受
け、翌日、午後７時ごろに大阪に鳩サブレを届けること
ができたが、取材で培った人脈があったからこそ、記者
だからこそできた芸当だった。この詳細が面白いのです
が紙幅もないのでここでは省略します。

※卓話動画の中では、中日ドラゴンズの根尾昂選手と、
松坂大輔投手に関する、大変興味深い情報もお話しさ
れております。YouTube での限定公開とさせていただい
ておりますので、是非そちらの動画もご覧ください。

●ユニークな賄賂
長野支局から異動した揖斐川通信部。ある村の自治
会長がダム建設に使う資材置き場として、地区の共有
地を貸して、工事費の数％を借地代として独断で土木
会社から取っていた。その額は数千万円にのぼり、それ
を使い込んでいた。うわさ話から取材はスタート。土木
会社と自治会長が交わした賃貸契約者書も入手し事実
の裏付けを取った。しかし、不祥事を書く時は当事者に
当たるのが鉄則。そこで最後に自治会長に話を聞きに
行った。彼はのらりくらりと話をそらし、明言を避けた。
一時間ほどの取材後、別の話題の取材に行った後に、
通信部に帰ると、玄関にサツマイモだの白菜だの野菜
が山積みになっている。妻に聞くと、初老の男性が軽ト
ラックで来て、「旦那さんによろしくと伝えて」と言い残し
ていったという。つまり、これは「記事にしないで」と頼む、
いわば賄賂だった。もちろん、応じるつもりはない。すぐ
に電話で「申し訳ないですが今、この野菜をいただくわ
けにはいかない。記事にしてからなら、喜んで受け取り
ますが」と伝え、もって帰ってもらった。数日後、この調
査報道は社会面トップで掲載され、刑事事件にもなっ
た。

※卓話 YouTube 動画
今年度からＨＰでの公開のみとしています。
詳しくは、広報まで連絡ください。

点 鐘

会長

岩田 静夫君

黙 祷
８月２０日に８１歳でご逝去された滝勝夫君を偲び、例
会開始前に全員で黙祷を捧げました。江南ロータリーク
ラブでは２５年の長きにわたり、様々な役職でご活躍を
されてきました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
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地区だより
写真等ございましたら、広報までお知らせください。

(担当 濱島 聡一朗)

