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●卓話「マスコミがやってきた」
 毎日新聞社和歌山支局　支局長　嶋谷　泰典さん

●ロータリーソング� 岸裏　廣澄 ソング委員長
「四つのテスト」

●ビジター紹介� 山本　進三 親睦委員長
和歌山Ｒ．Ｃ．　　石田　通夫さん

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５２名（内出席規定適用免除会員１０名）
１２月１０日（本　日） ３０名 ７１．４％
１１月２６日（メーキャップ後） 休会

本日の例会� 12月17日（木）

●年次総会「次々期会長、次期副会長、次期理事選出」

●お誕生日お祝い
角谷　芳伸さん  １２月１２日 前田　成蔵さん １２月１４日
宮本　和佳さん  １２月１４日 乾　　敦雄さん １２月１６日
松田　洪毅さん  １２月１９日 山野　武彦さん １２月２６日

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
いつか・きっと  （西村　由紀江）
薔薇  （西村　由紀江）

●クリスマス家族会

本日、皆様の袋にポストカードを２枚入れさせて頂いてます。スナーダイクマエ孤児院の孤児が描い
たものです。孤児院ではＴシャツ、本と共に販売し、孤児院の運営費の一部としています。

１２月５日、ＪＲ和歌山駅前での非行防止啓発活動のサビオ配りには、大勢の皆様のご参加を頂きまし
た。有難う御座います。非行防止に少しでも役立つことを願います。

１２月２日のガバナー公式訪問の合同例会前に、北クラブの会長幹事と共にガバナーとの懇談会がありました。ちょう
ど一時間、種々ご指導を頂きました。そして一番強調されたのが会員増強です。北クラブが今期７人を増強されており、
会員数が当クラブと同じ５２名になったそうです。今期地区の目標が各クラブ純増３名となっております。今期第２回目
のＩＤＭが今日から各班で始まりますが、テーマが「会員増強の方法について」「あなたの身近に推薦する方がいらっしゃ
いますか？」です。
今期クラブのテーマを「チャレンジ…輝く未来に！」とさせて頂き、そのチャレンジの一つが「会員増強のため、全
会員が立ち上がろう。」で御座います。大変厳しい経済状況の中、入会のハードルが大変高くなっていますが、５年、
１０年先の入会に向けての声掛けと、今期地区目標の純増３名達成のため、このＩＤＭで増強に向けての積極的な意見、
アイデアを出して頂き、地区目標を達成したく思います。より以上に活気溢れる輝かしいクラブのために、義務感でなく、
楽しみながら増強に挑戦していって頂きたく思いますので、どうか宜しくお願い致します。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

皆さん、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
こばと学園だより .............................................................................. 回覧
日本親睦ゴルフ大会の案内 ............................................................ 回覧
会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）に参加してきました。大変ハードな研修で、ちょっとバテ気味です。

ガバナーエレクトの張り切っておられる様子を、実感しました。
１２月１９日（土）はクリスマス家族会です。１２月２４日（木）の変更です。そして１２月３１日（木）は休会です。
私の友人の歯科医の診療所では、民謡が流れています。普通はスローテンポの音楽が一般的だと思います。「先生、

なぜ民謡なんですか？」との質問に「民謡の合いの手が大好きなんだよ」との事。しばらく聞いていて、なるほど。
「は～～～　どうした　どうした」「は～～～よいよい」。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

１２月７日（月）　海南東Ｒ.Ｃ.　村田　昌之/ １２月８日（火）　東京西南Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一
１２月９日（水）　和歌山西Ｒ.Ｃ.　中江　遵義

（敬称略）

次回の例会� １２月１９日（土）１８：３０〜　於�アバローム紀の国

会員満足度アンケートの提出を必ず次週までにお願いします。

クリスマス家族例会は１２月１９日（土）午後６時３０分よりアバローム紀の国にて行います。

会員増強委員会

親 睦 委 員 会

野井　晋�委員長

山本　進三�委員長

委 員 会 報 告
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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 12月17日（木） 新会員自己紹介
和歌山南Ｒ．Ｃ． 12月18日（金） 卓話 「無言館について」 松本　宣光会員
和歌山中Ｒ．Ｃ． 12月18日（金） 卓話 「竹中麻衣子として行う、世界平和への支援活動」 

ヨガ伝授者、困った子供、大人支援活動者　竹中麻衣子さん 　

和歌山北Ｒ．Ｃ． 12月21日（月） 例会変更
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 12月21日（月） 例会変更
和歌山Ｒ．Ｃ． 12月22日（火） 例会変更
和歌山西Ｒ．Ｃ． 12月23日（水） 祝日休会
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 12月23日（水） 祝日休会

にこにこ箱� ありがとうございました

西本　　亨さん 毎日新聞嶋谷支局長ようこそおこし下さいました。
玉置　博康さん 嶋谷さんをお迎えして。
島　　公造さん 嶋谷さん卓話ありがとうございます。
山本　進三さん もうすぐ生まれます。クリスマス例会までには良い報告ができると良いのですが。
谷口　文利さん 嶋谷様本日は宜しくお願いします。
野上　泰造さん 赤星、残念です。
瀧川　嘉彦さん カンボジアで良い経験をさせてもらいました。
阪神タイガース応援団一同
 赤星さん、御苦労さまでした。

〔皆出席表彰〕
内畑　瑛造さん 生涯現役“三回目のエイジシュートをねらいます。”
嶋　　忠弘さん １年皆出席表彰を頂いて。
中江　遵義さん １年皆出席表彰を頂いて。
笹島　良雄さん お陰様で健康で過ごせました。

 本日の累計  ４６，００１円（計１１名　１２件）（お誕生日お祝い  ２６３，０００円　皆出席  ７５，０００円　その他  １，２３４，６４９円）  累計額  １，５７２，６４９円 
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おめでとうございます！



Ｒ財団国際親善奨学生

ジェールド・ポール・レーノ君
（和歌山中Ｒ．Ｃ． ホスト）

とバナー交換を行いました。

   委員会活動（青少年奉仕）

青少年非行防止運動の一環として、毎年の行事として
ＪＲ和歌山駅前で救急絆創膏の配布を行いました。

参加者（敬称略）
　岡野、笹島、島、田原、谷口、堀岡、吉田、古屋

以上８名　

   社会奉仕事業
こばと学園「餅つき大会応援」 社会奉仕委員長　吉田　篤生

１２月１２日（土）恒例の餅つき
大会に参加し、児童と一緒に餅
をついて、共に美味しく食し、
慰問致しました。児童は大変楽
しんでいました。
晴天の下、野球の試合に出る
人、ピアノの練習をする人等大
変元気な様子です。児童等の新
しい年の幸せを祈らざるを得ま
せん。当クラブが少しでも力に
なれれば幸いです。
参加の会員に感謝申し上げます。

２００９年１２月５日（土）午後１時３０分〜　

バナー交換

参加者（敬称略）
笹島良雄、野井晋、野上泰造、古屋光英、吉田篤生、奥様、子供２名
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マスコミがやってきた
あなたも明日には“容疑者”に？ 毎日新聞和歌山支局　支局長　嶋谷　泰典さん（和歌山南ロータリークラブ会員）

卓　話

新聞記者の仕事とは別に、大阪で弁護士らと「人権と報道関西の会」という市民活動を約20年続
けてきましたので、仕事の経験とともにそこで学んだことなども交えてお話しします。
今の日本では、刑罰以上の厳しいバッシングが、マスコミを通じて科せられています。殺人など重大
事件とまでならなくても、身近な事件を例示してみましょう。私の知人の大学教授から聞かされた話です。

ゼミの女子学生のお父さんは、一部上場企業の部長を務めていましたが、駅で痴漢の疑いで逮捕されました。本人は
否認したものの、拘留が続きました。有名人などでない限り、このような事案は新聞業界ではボツにするか、掲載して
も地域面で匿名扱いにします。ところが、新聞１社だけ社会面で実名報道したため、逮捕が得意先にも知られることと
なり、この部長は退職を余儀なくされました。大学生、高校生をかかえて最もお金のかかる時期に職を失ってしまった
のです。万が一、逮捕容疑が事実でも、家族まで路頭に迷うような社会制裁を受けるのはおかしいではありませんか。
続いて、捜査機関の取り調べで、「あなたも明日には“容疑者”に」なる実態です。今も昔も、さまざまなえん罪問題
が起こっていますが、皆さんは「自分なら、そんなウソの自白をするはずがない」と思っていらっしゃるでしょう。でも、
インテリや社会的ステータスの高い人ほど、自供に陥りやすいのです。刑事訴訟法では、最大で２３日間、拘留されます。
その間、朝から晩まで密室での取り調べが行われているうちに、精神的に参ってしまい、その場から逃げ出すために
虚偽の自供をしてしまうことが、ままあるのです。捜査側の一つのテクニックは、家族を持ち出すこと。虚偽の自白をし
てしまった兵庫県職員の場合は、「お前が認めなければ、嫁さんや親も逮捕するぞ」と迫られました。全く身に覚えの
ない自分がこうして犯人扱いされているんだから、妻や親が新たに逮捕されない保証はない、と追いつめられた末の
自供だったそうです。
さまざまなえん罪事件がありましたが、今年６月に真相が明らかにあった「足利事件」は記憶に新しいでしょう。約

２０年前のＤＮＡ鑑定の杜撰さによって、全くの無実の男性が１７年半も獄につながれたのでした。７月にこの男性や弁
護士を招いての講演会が和歌山市内で開かれ、そのなかで私は新たな重大なことを勉強できました。えん罪を作ると
いうことは、無罪の人の人権を侵害することにとどまりません。無罪の人が獄につながれている間に時効を迎えてしまい、
捜査当局が何もしていない間に、新犯人を野放しにしておくことにもつながります。つまり、日本全国の治安が損なわ
れるということなのです。
私はふだんから、「かかりつけ弁護士をもちましょう」と呼び掛けています。無実の罪に問われたとき、唯一の味方

になってくれるのが弁護士。ところが、当番弁護士や国選弁護士が必ずしも親身になって裁判にあたってくれるとは限
りません。日頃から親しくして、自分の人となりを理解してくれている弁護士こそが、頼りがいのある弁護人となってく
れるのです。かといって、一般市民にとって弁護士というのは敷居が高い。そこで「環境、教育、福祉、人権など何
でもいいから、市民活動、ＮＰＯ活動に加わってみましょう。そのような活動にはたいてい、弁護士が個人的にメンバー
となっています。そこの場で、顔見知りになっていれば、しめたものです」とアドバイスしているのです。
さて今度は、容疑者側から視点を変えて、事件・事故の被害者が、報道によってどんな目に遭わされるかをお話します。
私たちのグループは約１０年前、京都・宇治の小学校校庭で児童が刺殺された事件を取材し、対報道マニュアルとして
「マスコミがやってきた」という本を出版しました。この事件でも、数百人ものマスコミ人が地域を占拠して、連日報
道合戦を繰り広げ、それを恐れた子どもたちが屋外で遊ぶこともできなくなりました。通夜・葬儀でも強引な取材が行
われ、女性テレビレポーターは「お棺の中を撮影させてほしい」とまで言って、地元の人を激怒させたそうです。
多くの犠牲者を出した明石歩道橋事故の遺族の証言も聞きました。事故直後、未明まで警察の事情聴取を受けて、
明け方に帰宅すると、新聞には自分たちの知らない情報ばかり載っていたうえ、どこから流れたのか、亡くなった息子
の写真まで掲載されていました。住んでいたマンション全体で、多くのマスコミ陣がインターフォンを深夜、未明に押
しまくって取材合戦を繰り広げたとも聞きました。葬儀が終わってまだまだ傷心が癒えないのに、この遺族はマンション

各戸に謝って回りました。遺族がなんで、こんなことをしなければならないのでしょうか。マスコミだけではありません。
卑怯な中傷電話もひっきりなしでした。「何で子どもを危ないところに連れて行ったのか」と。その後、テレビ報道など
の取材に応じていると「子どもが死んだのに、テレビのギャラをもらうのか」との電話やビラ。そんなお金はもらってい
ませんでしたのに。このようは中傷電話をするのは、すべて匿名の卑怯な人間です。これが今の日本社会の実態です。
とはいうもののマスコミ側も、徐々に取材手法や当事者・地域への配慮はするようになってきました。また、明石歩
道橋事故の遺族もおっしゃっていましたが、「マスコミを味方につけたことによって、その後の裁判などで行政や警察を
相手に闘うことができた。マスコミの巨大な力は、害悪にもなるし、市民の味方にもできる」ということでした。今後も
市民が声をあげることで、人権に配慮された報道が根付いていくように見ていきたいと思います。


