
『テレビニュースについて』

　新会員　松原　　健さん
　（㈱テレビ長崎　佐世保支社長）

■テレビニュースの組織
１．テレビ長崎
　　（本社、佐世保、福岡、大阪、東京）
　昭和44年、日本テレビ、フジテレビのクロス
ネット局としてスタート。1991年からフジテ
レビ単独局に。今年45周年。

佐世保支社：組織的には「営業局佐世保支社」
だが、県北の情報発信の拠点として記者、カ
メラマン、カメラ助手も常駐。営業、報道は、
全く違う仕事のように思えるが、お互い接客
業で局にとっては顔であり、いわば「車の両
輪」と思っています。免許事業に伴う公的機
関という枠組みのなかで、営利活動もしない
といけない、やや難しい立ち位置の企業でも
ある。

２．ニュースネットワーク
　FNN	⇒	系列27局による「フジニュースネッ
トワーク」系列局が分担金を出して、全国ニ
ュースを取材、制作、放送。（例：FNN取材団
経費、海外支局維持費、出演者契約料など）
　現在、有志メンバーによる「FNN原発取材
団」も活動中。
　テレビ長崎	⇒	本社報道局、佐世保支社に社
員、専従スタッフ。ほか、五島、壱岐、対馬、県央、
島原、長崎、佐世保に契約通信員。
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３．TVニュースの特性
　長所	▷	映像、音声、活字の三要素で感性へ
の訴え。事件、事故、災害などの「発生」ネ
タに強み。
　短所	▷	活字メディアに比べ、情報量が少な
い。画一的、構図の単純化。
　ニュース１分は、原稿用紙１枚程度。

■TV機材の変遷について
　第１期は16フィルム取材で通常、3〜5分程
度の収録しかできず現像作業も必要でした。こ
のため、かつて佐世保エリアでの当日取材のニ
ュースについては、午前中いっぱいの取材で済
ませ、午後のバス便にフィルムをのせて本社で
現像、ハサミやテープを使って編集をするとい
う、ゆったりとした時代でした。
　そして第２期、ENG取材。（エレクトリッ
ク・ニュース・ギャザリング）のニュース取材の
在り様を一変させる時期に入りました。
　ビデオによる20〜30分の長尺の映像、音声
の記録が可能。現像が不要。電気的に映像、伝
送が可能になり、取材から放送へ至る時間が大
幅に短縮されました。KTNに導入3年目に起き
た昭和57年の長崎大水害も、このENGで大量
取材が可能になりました。
　第３期はSNGシステム（サテライト・ニュー
ス・ギャザリング）と呼ばれるもので、衛星に向
けて伝送を行う時代になりました。離島、へき
地など、通常の電波塔が見えない場所からも中
継、伝送が可能で、系列局への同時伝送、映像
共有が瞬時にできるようになりました。普賢岳
災害では、電波状態の悪い現地にあってこの
SNGが大活躍しました。
　そして第4期、現在ですが、機材の革新とIT



化が進んでいます。それはビデオカメラの小型
化、低価格化だけでなく高画質化がなされ、多
数のスタッフは不要になり、テレビ局のような
大人数による専門家でなくても、テレビニュー
ス使用に足りる映像が確保できるようになりま
した。戦場や紛争地帯に出向く「映像ジャーナ
リスト」や、ネットメディアの「市民記者」と
いうジャンルが生まれました。携帯端末での動
画伝送も可能になったことでマスコミは、特に
事件、事故時の視聴者映像の確保にも追われる
ことになりました。
　時代の変遷期にはメディアはそのつど影響を
与えたといわれますが、数年前の中東革命では
ツイッター、フェイスブック等のSNS（ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス）が大いに活躍
しました。

■現状、ネット社会での課題
　ネットの台頭による「脅威論」についてです
が、その長所は大量の情報が集まってくるので
既存マスコミにとっては取材の着手が容易にな
ること、市民にとっては、それまでマスコミを
介してしか情報入手や伝達手段がなかったが、
自ら積極的に情報収集と発信ができるようにな
りました。短所は匿名性と責任の不在。噂バナ
シが飛び交い、真偽が不明。ただマスコミによ
る「編集」を嫌い、生情報を得たい人たちにと
ってSNSは短所を上回るメリットがあるのか
もしれません。
　多メディア化のあおりをうけて、テレビをは
じめ、新聞、ラジオなど既存のメディアは広告
収入が減少してきていて逆風が吹いています。
　一方でSNSとの協調への模索も始まってい
て、学識者は「テレビとネットの未来を探る作
業は東日本大震災で初めて本格的にスタートし
た」と語っています。たしかに災害発生当初、
被災地では停電等のインフラ壊滅が起きたた
め、放送局は視聴者対策として、ユーストリー
ムなどの動画配信サイトに自らの電波を配信
し、PC上では地上波の報道番組の画面にネッ
トユーザーが書き込みで情報を届け、意見を述
べるなど放送とネットの「融合」が行われまし
た。こうした試みはまだビジネスモデルの十分
な確立までには至っていないが連携への模索が
続いています。
　情報を提供するだけでなく、いかによりよく
理解をしてもらう材料を提供できるか、テレビ
報道に携わるスタッフは「選んでもらうメディ

ア」であるために、今まで以上に知識と見識、
そして謙虚な姿勢で視聴者と信頼関係を結んで
いく作業が必要となっています。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ゲスト
　㈱テレビ長崎　立石　大詩	様
　米山奨学生　　ブイ	チ	ティ	ビック	さん

	 会長　円田　　昭

〔理事会報告〕
１．	2014〜2015年度年次総会
について

　　平成26年12月3日㈬

２．忘年家族会予算及び実施内容について
　　平成26年12月13日㈯　18:30〜　玉屋

３．	委員会上期事業報告及び下期事業計画書
提出について

　　　ご案内日	 11月12日㈬
　　　各委員長より大委員長へ提出日
	 12月3日㈬
　　　大委員長より幹事へ提出日	 12月10日㈬

４．地区大会について
　　11月14日㈮
　　　16:00〜	 地区指導者育成セミナー
	 会長・幹事出席
　　　18:00〜	 RI会長代理歓迎晩餐会
	 武井PG・安部PG・会長・幹事
　　15日㈯
　　　10:00〜	 青少年のつどい

佐世保RC会員5名、RAC4名、IAC4名
	 IAC送迎：菅沼会員
	 RAC送迎：増本会員、大神会員
　　　12:00〜	 本会議
	 登録40名　当日出席20名
　　　18:00〜	 懇親会

会員13名　RAC4名　米山奨学生1名

５．IMについて
　日時／平成27年1月31日㈯　13時30分開始
　会場／ザ・パラダイスガーデン	サセボ
　　　　　　　　　（佐世保市崎岡町）
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会 長 報 告

例 会 記 録



り150ドル／年の年次基金寄
付」達成に向けて、皆様のご協
力・ご支援をお願いします。年
次基金への寄付は100ドルから
行うことができます。
　年次基金は、3年間利殖に回され、3年後に
寄付全額がシェアシステムによってWF（国際
財団活動資金）とDDF（地区財団活動資金）に
50:50の割合で配分され、DDFの50％までを地
区補助金として、各クラブが取り組むプロジ
ェクトに使用することができます。

◯	円田　昭さんより、年次プログラム基金へ
ご寄付をいただきました。

■ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　福田　金治
新会員研修会のお知らせ
　日時／平成26年11月12日㈬
　　　　研修会	16:00
　　　　懇親会	18:30
　場所／アイトワ

■親睦活動委員会	 委員長　長富　正博
　12月13日㈯、忘年家族会を開
催いたします。余興の練習をし
ますので、よろしくお願いしま
す。

■ローターアクト委員会　委員長　増本　一也
　今週の11月8日㈯に、
長崎国際大学RACのメ
ンバーは、6月田植えに
行った官家興さんを訪問
し、稲刈りの手伝いに行
ってきます。詳細は、米山奨学生と長崎国際
大学RACのメンバーでもあるチさんにお話し
して頂きます。尚、この「官さんのお米の贈
呈式」の事業は次年度の補助金事業として検
討して頂ければと思っております。

米山奨学生　ブイ	チ	ティ	ビックさん
　米山奨学生のチです。みなさん、いつもあ
りがとうございます。今度の11月8日にカンさ
んの所に、RACメンバーと幼稚園の子供たち
と、この間植えた稲を感謝の気持ちを込め
て、稲刈りをして来ます。
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　会費／登録料	5,000円　人頭分担金	1,000円
　※入会3年未満の会員は出席義務です。

６．長崎県共同募金会佐世保市支会
　　支会長　朝長則男様より
　共同募金運動への協力について（お願い）
　10,000円　支出科目：社会奉仕委員会費

７．11・12月例会プログラムについて
	 11月26日	 地区ポリオ・プラス委員会委員長
	 	 溝口　尚則さん
	 12月3日	 新会員　吉澤　俊介さん
	 	 ㈱親和銀行　取締役頭取
	 10日	 中島　正美	様
	 	 させぼパール・シー㈱　代表取締役
	 17日	 藤本　裕之	様
	 	 佐世保海上保安部長
	 24日	 家族月間

	 幹事　納所　佳民
１．RI日本事務局　財団室
　「NEWS	2014年11月号」が届いております。

２．Coordinator,Rotary	Service	Connections
	 アズカ・アシフ（Azka	Asif）さん
　2014-15年度会長賞　申請のご案内
　	3月1日から4月15日の間に国際ロータリーに
提出

３．2014-15年度　ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　2016年-2017年度ガバナーノミニー宣言
　　　長崎北ロータリークラブ　㟢永　	剛さん
　　　2008-2009年	会長
　　　崎永海運株式会社　代表取締役社長

４．一般財団法人　比国育英会バギオ基金
	 会長　坂本　俊雄さん（2750地区）
	 幹事　羽鳥　貞雄さん（2580地区）
　「バギオ基金だより」

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　幸良　秋夫
◯	11月はロータリー財団月間
　2014-15年度第2740地区目標「会員1人当た

幹 事 報 告

委員会報告



	 親睦活動委員会　城島　一彦
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、佐々木秀也さん
富永　雅弘さん、黒木　政純さん
米倉洋一郎さん、圡井　弘志さん
前田　文智さん、木村　公康さん
松尾　　貴さん、大神　吉史さん
橘髙　克和さん、山口　剛史さん
松本　由昭さん、吉田　英樹さん
平尾　幸一さん、古賀　　巖さん
松本　淳也さん、石井　正剛さん
城島　一彦さん、増本　一也さん
岡村　一郎さん、梅村　良輔さん
河原　忠徳さん
　松原　健さんの卓話に期待して

親睦活動委員会
遠田　公夫さん、長富　正博さん
　本日卓話の松原さん、「暴れん坊将軍」の撮
影をよろしくお願いいたします。

河原　忠徳さん
　1日はあいにくの雨天となりましたが、3日
は晴天となり、お蔭をもちまして無事にくん
ち、神幸式をおさめることが出来ました。感
謝の気持ちでニコニコ致します。

池本　仁史さん
　安部直樹さん、長崎新聞文化章おめでとう
ございます。先週、うかつにも皆さんのニコ
ニコに乗りそこないました。申し訳ありませ
ん。贈呈式は11月26日です。ご夫婦での出席
をお待ちしております。

遠田　公夫さん、古賀　　巖さん
芹野　隆英さん、中村　徳裕さん
　先月末のよさこい佐世保まつりは、おかげ
様で盛況の裡無事終了することができまし
た。ご協賛いただきました皆々様、本当にあ
りがとうございました。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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（今週の担当　池本　仁史）
（カメラ担当　川口　博樹）

＊11月  例会卓話者予定＊

11月19日	 新会員　小川信次郎さん
	 　西部ガス㈱　佐世保支店長

11月26日	 地区ポリオ・プラス委員会
	 委員長　溝口　尚則さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月19日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月13日㈭　18:30〜
　　　11月27日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

加納洋二郎さん
　おかげさまをもちまして、長崎がんばらん
ば国体	佐世保ハンドボール大会は彬子女王殿
下をお招きし、無事終了致しました。ちなみ
に、私はロイヤルボックスで市長とともにご
接待致しました。皆様ご協賛を含め、大変お
世話になりました。ありがとうございました。

芹野　隆英さん
　長崎がんばらんば国体が無事終了いたしま
した。我々観光業は、おかげで忙しい日々を
過ごすことができました。来年からのイベン
トが無いので、心配です。

委　員　池本　仁史 ・ 川口　博樹
　　　　岡村　一郎 ・ 山口　剛史

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　35,000 円

	 累　　計	 455,000 円

◇


