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会長の時間
先ずは 9 月 18 日の臨時理事会の内容の報告です。10 月 2 日（金）ガバナー補佐による事前クラブ
協議会と 10 月 16 日（金）ガバナー公式訪問時のクラブ例会の進め方について審議しました。基本的
には現行の短縮例会スタイルで進めていきますが、進行上 5～10 分程度の延長を見込んでおきます。
概要については以下の通りです。
1.

例会開始時刻は 12：30 から お客様はそれまでに別室にて昼食を終えていただく

2.

席の配置は現行のスクール形式のままで行う

3.

国歌斉唱、ロータリーソング、歓迎の歌は無し

4.

ニコニコは一括して紹介

5.

写真撮影は行いますが、直前までマスク着用、速やかに撮影を終えること
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さて、今日は新聞についてです。皆さんは新聞を読むのに、1 日どれくらい時間をかけていますか？
● 見出しには意味がある
記事のタテ見出しの長さは、5 段階に分けられていて、それが「格付け」になっています。見
出しを読めば本文を読まなくても概要が理解できる。見出しそのものが「読み物」の性格を持
っています。
記事の置かれた場所や見出しの大きさ、段数、装飾などによって、ニュース価値の軽重も推測
できるので、主な見出しを拾い読みしただけで、ざっくりとその日の重要ニュースが何かを理
解することができます。これなら 10 分程度で終わります。
実は、紙面に掲載されている見出しは、執筆した取材記者が考えているのではなく、整理記者
と呼ばれる人たちが付けています。
● リード
見出しを読んでもう少し詳しく内容を知りたいと思った場合は、まず「リード」だけ読みます。
ニュース記事は第 1 段落が必ず「リード」になっており、全体を要約しています。最低限、こ
のリードだけ読んでおけば概要がつかめるのです。さらに詳しく知りたいと思ったときだけ本
文を読み進めれば、時間はかなり節約できます。
● 新聞における「主張」
日本の新聞はニュース報道について「不偏不党」「公平中立」といった方針を掲げています。
もちろん、
「社説」などでは新聞社としての主張を展開しますが、読者に事実を伝える一般の
記事の中では、記事の意見を挟まないのが、日本におけるお作法なのです。
しかし、こう聞いても首をかしげる人が多いのではないでしょうか。新聞を読んでいると、何
らかの「主張を」含んでいるように見えるニュース記事が少なくないからです。実は、日本の
新聞を読むうえで難しいのはこの部分です。新聞は客観報道を建前にしていますが、報じる事
実の選択や推測表現を通じて主張を間接的に展開するケースがあります。記事に出てくる「事
実」の部分の真偽を検証する必要はあまりなくて、むしろ「どこまでが事実で、どこからが記
者の憶測や意見か」を見極めるほうが大事なのです。
● 新聞情報の正確性
新聞記事は最低でも 3 人がチェックしています。重要な記事は編集幹部も含む大勢がチェック
しています。したがって情報としての正確性は相対的に高いと言えます。
● 事実と推測を表現から区別する
記者の「推測」を書いた部分の見分け方も覚えておきましょう。新聞でよく使われるのは「～
とみられる。」「～の可能性が高い（低い）。」「～の公算が大きい（小さい）。
」「～しそうだ。」
という表現です。こうした文言が含まれている部分は記者の個人的な見立てを示しているので
「事実」とは区別して読む必要があるでしょう。
● 情報リテラシーの鍛え方の一例
対照的な政治スタンスを持つ 2 つの新聞の社説や政策記事を比較して読んでみます。どちらか
は自分と意見が近く、もう一方は逆の意見を持っている新聞になるはずです。一般的には、
「朝
日と産経」
「読売と毎日」といった組み合わせになるでしょう。このときに、自分の意見に近
い新聞の社説を、もう一方の新聞が指摘する事実や論理に基づいて徹底的に否定してみるので
す。重要なのはあくまでも「事実と論理」に基づいて否定するということです。感情的な判断
を避け、情報分析の精度を上げることがそもそもの目的ですから、好き嫌いの部分で批判して
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も意味がありません。逆に、徹底的に理詰めで自分の意見に近い方の社説を論破するのです。
やってみてわかることは、自分と相容れない意見にも、相当な合理性や説得力があるというこ
とです。
みなさん！ 「世の中、だいたい自分と同じように考えているはずだ。
」「自分は平均的な考えの持ち
主だ。
」と思っていませんか？ しかし冷静に考えてみれば、「改憲か護憲か」原発推進か脱原発か」
論争的なテーマについては、世の中のざっくり半分は自分と逆の考えをもっているものです。最終的
には、自分の立場や好き嫌いに照らして意見を決定するとしても、分析段階では情報の収集方針や評
価に感情が関与しないようにする必要があるのです。
以上のことを踏まえて、私自身もこれから情報を読み解いたり、自分で発信したりする能力「情報
リテラシー」を鍛えていきたい考えています。
幹事報告
○本日は特にございません。
各委員会報告
社会奉仕委員会
今日の交通立ち番に参加して下さいました皆さん、雨の中有難うございました。
プログラム委員会
10 月のプログラム

10/02

ガバナー補佐クラブ協議会

10/09 会員スピーチ 三浦会員
10/16 ガバナー公式訪問
10/23 米山月間 小谷委員長 スピーチ
10/30 会員スピーチ 田村会員
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪会員スピーチ≫

会員増強月間

井口委員長

新型コロナウィルス感染症の影響で例会も「三密」とされ中止となることも多い日々が続いていま
す。熱中症も心配な今年の夏は、例年以上に暑さが身にしみ、不自由を感じます。
8 月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」でした。ロータリーの友 8 月号に「私がロータリーを
続ける理由、そしてその魅力」と題して 7 クラブの方が入会後の「ロータリーのよいところ」を書か
れています。


何でも話し合える親しい仲間と楽しい会合ができること。



さまざまな個性の人が増えることで、マンネリ化や停滞感が生じていたクラブに躍動感が
感じられるようになること。



業種が多様になったことで情報交換が図られ各人の仕事面でも円滑な関係が続けられる
ようになること。
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新会員の入会は、クラブのための単なる数合わせとしてではなく、これからのその人の人生にとっ
てロータリーが大変有益なものであると説明しています。ロータリークラブには新しい出会いがたく
さんあり、毎日元気で生活できるのもロータリーの仲間との親睦により心が癒されているからかもし
れません。多様な世代の女性の増加も大きいです。常に華やいだ環境であるのはうれしいことです。
ベテラン会員の「ロータリーに入ってよかった」という言葉は説得力があります。ベテラン会員も会
員増強に向け行動をお願いします。
今年上郡佐用では女性会員が 1 人退会となったので、皆で頑張って女性会員を増やしていきましょう。


クラブ数 71RC 女性会員の多い上位


神戸西

57 人中 8 人



上郡佐用

25 人中 7 人



西宮イブニング 16 人中 7 人

上郡佐用は 2 番目に女性が多いクラブです。


女性会員のいないクラブは 29 クラブあります。



クラブ会員数

2019 年 6 月末 2,752 人
2020 年 6 月末



女性会員

2,659 人

98 名減となっています。

120 人

今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、増強も難しい年となりそうですが、クラブに
とって会員増強が重要であることは誰もが共感、理解していることなので、増強を行ってよかったと
思えるよう、ロータリーの友 6 ページを参考にしながら皆で協力し、増強よろしくお願いします。
ニコニコ箱・親睦箱
寺本会長・・・皆さん、雨の中交通立ち番お疲れ様でした。
大岩会員・・・雨の中、交通立ち番お疲れ様でした。辻さん、山本さん、有難うございました。
三浦会員・・・本日の立ち当番、雨の中ご苦労様でした。
辻

会員・・・仕事少し戻ってきました。

柳原会員・・・例会に寄せて。
村山会員・・・今朝は雨の中お疲れ様でした。
宮本会員・・・例会に寄せて。
井口会員・・・今日は会員増強のスピーチです。宜しくお願いします。
石原会員・・・50 年ぶりに決心した事。
①水着をネットで買いました。かなづちが木づち程度になりました。泳ぎたい
②前の差し歯を治します。マスクをしているうちに・・
髙見会員・・・皆様、立ち番お疲れ様でした。
池田会員・・・井口さん、スピーチ宜しくお願いします。
田村会員・・・雨の中の交通立ち番お疲れ様でした。
小谷会員・・・今朝の立ち番はカッパ＆長靴が正解でしたね。ひざから下はびしょびしょでした。
深澤会員・・・雨の中交通立ち番ご苦労様でした。
朝来会員・・・交通立ち番お疲れ様でした。
大澤会員・・・例会に寄せて。
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