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皆さん、こんにちは。先日はお忙しい中、地区大会

にご参加いただきましてありがとうございました。

朝早くから長丁場でお疲れだったと思いますが、次

に続く実りある会になったのではないでしょうか。

朝晩寒くなってきましたが、秋晴れで大変気持ちの

良い日が続いております。ただ、秋の花粉症と呼ば

れるブタクサやイネ科花粉などのシーズンでもあ

り、私の周りでは、くしゃみや鼻水の反応が出てい

る人もいます。みなさんは大丈夫でしょうか。布団

を干した際などは、軽く花粉を払われたほうがいい

かもしれません。さて、今月はガバナー補佐とガバ

ナーが訪問される月となっております。ぜひ、我が

成田空港南ロータリークラブの素晴らしさのアピー

ルにもつながればと思います。今月もどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

第 5回定例理事会 

日時：平成 30年 11月 1日（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案． 10月度会計 承認の件 

        承認されました。 

第 2号議案． 剣道大会 協賛金 承認の件 

        承認されました。  

第 3号議案． ガバナー公式訪問について 

        例年通り、コンパニオンを呼ぶ 

→会費として 

第 4号議案． 事務員（若梅様）の退職に伴う案件

について 

        クリスマス会の連絡を若梅さんに 

する。花束・退職金 

        ガバナー公式訪問、クリスマス会 

の会費より 

第 5号議案． その他 

        お茶は紙コップでＯＫ 

        クリスマス会は予算で余興を頼む 

 

 

 

 

①例会のお知らせ 

・多古ＲＣ・大網ＲＣ 

・茂原中央ＲＣ 

・茂原東ＲＣ 

・八日市場ＲＣ 

②ガバナー事務所より 

・スリランカセミナー開催のご案内 

・バギオだより ・地区大会のお礼 

・地区大会記念ゴルフのお知らせ 

・ガバナーズナイトのお知らせ 

③その他 

・金刀比羅神社様より書道展に対してのご報告とお

礼状が届いております。 

・ロータリー財団よりリソースのご案内 

 

 

 

「リテラシーを高めよう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランプ大統領が登場してから「フェイクニュー

ス」という言葉を耳にする機会が多くなりました。

フェイクニュースとは嘘のニュースという意味で

す。「トランプ大統領は自分に都合が悪いから

『嘘』といっているだけだろう。まさか新聞やテレ

ビが嘘のニュースを流すわけがない」と思われるか

もしれませんが、実は私たちの周りにはフェイクニ

ュースが溢れています。ここに皆さんの中で「常

識」と考えられている例を４つ挙げます。この中の

どれが「フェイクニュース」だと思いますか？ 

１．野焼きをすると猛毒のダイオキシンが出る。 

鈴木匡哉会員  

 

卓話 



２．国の借金 1,000兆円。増税しなければ国家破綻 

３．テレビ（特に NHK）は公正中立 

４．朝日新聞は日本一のクオリティーペーパー 

結論から先にいいますと、これらは全てフェイクニ

ュースです。まず１の「野焼きをすると猛毒のダイ

オキシンが出る」についてですが、実は物を燃やせ

ばどんなものでもダイオキシンは発生します。囲炉

裏や七輪からも普通に発生しています。ダイオキシ

ンには非常に沢山の種類があり、その中のごく一部

に動物実験で発ガン性が認められたものがあったと

いう程度の話が真相のようです。ダイオキシンが猛

毒というのなら、焼き芋やバーベキューなんてとて

もじゃないけど食べられないことになりますが、バ

ーベキュー中にダイオキシン中毒で人が死んだとい

う話は聞いたことがありません。ではなぜこの様な

誤った情報が既成事実化されてしまったのでしょう

か。このフェイクニュースを元に、ダイオキシン対

策の設備投資や研究費といった新たな「利権」が創

造され、この利権に関わる人たちにとって都合が良

かったからではないでしょうか。このタイプのフェ

イクニュースを、私は「利権誘導型フェイクニュー

ス」と分類します。利権誘導型フェイクニュース

は、病気や健康に関するものに多いです。何を食べ

れば痩せるとか、何を飲めば髪の毛が生えてくると

いったものから、病院に行かなくても癌が治るとい

ったものまで多種多様です。それらは特定の商品の

販促だったり、宗教やサービスの勧誘が目的かもし

れませんが、それを信じて逆に健康を損ねたり、寿

命を縮めたりする結果になることもあるので注意が

必要です。次に２の「国の借金 1,000兆円。増税し

なければ国家破綻」です。日本に 1,000兆円の借金

があるというのは、国債の発行残高を指していると

思われます。現在財務省のホームページで確認でき

る国債発行残高は 1,087兆円です。一方で、日本銀

行のホームページを見ると、現在日銀が保有してい

る日本国債は 460兆円であることがわかります。日

本銀行は日本国政府の連結子会社のようなものです

から、言ってみればこれは旦那さんの借金の証文を

奥さんが持っているような状態です。従って、対外

的な国債発行残高は 627兆円という事になります。

しかし、国の財政状況を語るのであれば、借金だけ

でなく資産がどれだけあるかも見る必要があるはず

です。財務省のホームページによれば、政府金融資

産は 647兆円とのことでした。それなら、国の借金

1,000兆円どころか、バランスシートでみれば財政

再建はすでに達成済みといえるのです。それに考え

てもみて下さい。対外純資産は 340兆円でダントツ

の世界一、GDPは世界３位の 555兆円、年金を運用

している GPIF（年金積立金管理運用独立行政法

人）の時価総額は 158兆円、為替介入の原資となる

外国為替特別会計の残高は 145兆円。そして、９月

末の株式時価総額は史上最高でバブル期をも上回る

の 700兆円を突破しました。この様な状況で、どう

したら日本の財政が破綻するというのでしょうか。

ある事実について、都合よく一部分だけを切り取れ

ば、誤った結論を導くことに繋がります。借金の部

分だけをことさら強調すれば、「増税が必要だ」と

いう誤った結論が導かれてしまいます。何としてで

も増税をしたいと考えているのは◯◯省です。徴税

権とそれに伴う強制捜査権を持つとても恐ろしい組

織なので、私も身の危険を考えて「Z」と呼ぶこと

にします。何としてでも増税したい「Z」は、民間

には税務調査をチラつかせ、政治家には予算配分と

いうアメをチラつかせながら、この様な都合の良い

フェイクニュースを浸透させてきたと考えられま

す。これは「プロパガンダ型フェイクニュース」と

分類して良いのではないでしょうか。次は３の「テ

レビ（特に NHK）は公正中立」についてです。まず

民放ですが、近年ドラマや歌番組などが少なくなっ

て、情報バラエティ番組が増えてきました。さぞ各

局工夫を凝らして独自に番組を作っていると思いき

や、民放各局の番組を一つの制作会社が多数手がけ

ているという実態があります。視聴者として幅広く

情報を得ようと思って各局の番組を見比べてみて

も、制作会社が同じなら論調も同じようになりがち

で、しかもそれが偏ったものであれば、どの局のど

の番組を見ても同じように偏った論調になるでしょ

う。さて、皆さんは「池上彰」さんについて、どの

様な印象をお持ちでしょうか？ 難しいニュースや

国際情勢をわかりやすく解説してくれる、何でも知

ってるジャーナリストといった感じではないでしょ

うか。ところが、９月７日にフジテレビ系で放送さ

れた「池上彰スペシャル 池上彰×子供×ニュース 

痛快ギモンに大人も納得 SP」という番組で、芸能

事務所に所属している子役を少なくとも 20人以上

動員して、トランプ大統領や安部総理を揶揄するよ

うな質問をさせていたことが発覚しました。さら

に、この事件をきっかけに福島文理大学教授で評論

家の八幡和郎氏が、池上彰氏の番組スタッフから取

材を受けたところ「八幡さんの意見ではなく池上の



意見として番組で紹介する」といわれたため断った

ことを暴露し、これに呼応して複数の学者、評論家

が同様の経験があることを相次いで表明しました。

また、著作についても出典を明示せず、盗用疑惑が

指摘されています。ニュース解説をする「何でも知

ってる池上さん」そのものがフェイクだったという

わけです。これまでは民放のことについてでした

が、私たちの受信料で運営され、「フェイクニュー

ス」などというドラマまで作っている「皆様の

NHK」はどうなのでしょうか。これもほんの数カ月

前の話ですが、「今理織（こんみちおり）」という

NHKのディレクターが暴力的な左翼団体の幹部で、

沖縄の辺野古基地移設反対運動を展開する沖縄支部

長だったことが発覚しました。NHKには比較的良質

な番組が多いという印象がありますが、明らかに問

題のある番組が多いのも事実です。特に大きな問題

になったのが平成２１年に放送された「JAPANデビ

ュー」という番組で、台湾人が漢民族であるとか、

「日台戦争」なる戦争で日本が台湾を侵略したとい

った、完全に歴史や事実を捏造した内容が放送され

ました。天安門事件の際には、中国人民解放軍が自

国民を戦車で轢き殺して国際的な非難を浴びている

当時、NHKは「誰一人轢き殺していない」という人

民解放軍のコメントを垂れ流しで放送しました。昨

今の反政府デモなどで、明らかに過大な主催者発表

の数字をそのまま報道することも多く見受けられま

す。また、報道やドキュメンタリーだけでなく、時

代物の朝ドラや大河ドラマにも巧みにおかしな表現

が仕込まれるので要注意です。NHKが組織的にフェ

イクニュースを流しているとは考えにくいですが、

今（こん）ディレクターのような人物は他にも複数

いると見られており、そのような人物が時折問題の

ある番組を制作し、局内のチェックをかいくぐった

ものが放送されていると思われます。分類するので

あれば「イデオロギー型フェイクニュース」といっ

たところではないでしょうか。そして最後に「朝日

新聞は日本一のクオリテイペーパー」ですが、これ

が最大のフェイクニュースです。戦前の朝日新聞は

国民を煽り、日本を戦争の道へと進ませるのに大き

な役割を果たしました。ゾルゲ事件でソ連コミンテ

ルンのスパイとして逮捕され死刑となった尾崎秀実

は朝日新聞の記者で、盧溝橋事件の際には平和的解

決ではなく徹底抗戦を主張し、その後支那事変が泥

沼化するよう世論を誘導しました。戦中も「一億火

の玉」といった煽動的な見出しが象徴するように、

終戦の前日まで国民を戦争へ駆り立てていました。

朝日新聞が現在の様な論調になったのは、GHQに対

して批判的な記事を掲載したことで発行禁止処分を

受けた以降といわれています。戦後の朝日新聞は、

あまりにも反日的な捏造報道を繰り返してきまし

た。吉田清治の虚偽証言を事実確認を行うことなく

「従軍慰安婦」という虚偽報道を行ったことは、近

年ようやく朝日新聞自身が認めましたが、これに留

まらず、本多勝一記者による一連の南京大虐殺報

道、教科書検定で「侵略」を「進出」と書き換えさ

せたという虚偽報道、日本人のモラルの低下を嘆く

記事を書くために貴重なサンゴに「K.Y」と自ら傷

つけた事件、最近では当初非公開だった福島第１原

発の故吉田所長の調書を手に入れたとして行った虚

偽報道、そしてモリカケ問題など、朝日の捏造報道

は枚挙に暇がありません。中でも従軍慰安婦問題は

全ての日本人の名誉を著しく傷つけた許しがたいフ

ェイクニュースですが、先ごろこの英語版の訂正記

事が掲載されているインターネットページを、検索

しても表示されないよう細工をしていたことが判明

し問題になっています。そして絶対に許してはいけ

ない朝日新聞のフェイクニュースは、一連の北朝鮮

礼賛報道です。朝日新聞が北朝鮮を「地上の楽園」

と喧伝したことで、９万人を超える在日朝鮮人が北

朝鮮に帰国しました。この中には在日朝鮮人と結婚

した日本人妻も 1,800人以上含まれています。この

人たちが帰っていったのは本当に地上の楽園だった

のでしょうか。帰国した在日朝鮮人たちは食うや食

わずの過酷な生活を強いられ、特に日本人妻たちは

財産を奪われ、スパイ容疑をかけられ監視生活を強

いられるなどの迫害を受けたといいます。これも共

産主義に対するシンパシーからくるイデオロギー型

のフェイクニュースなのでしょうが、このフェイク

ニュースを信じて北朝鮮に帰国していった９万人の

人生について、朝日新聞はこれまで一体どんな責任

をとってきたというのでしょう。相次ぐ北朝鮮のミ

サイル実験などを受け武力行使事態法が審議された

平成１４年の朝日新聞には、「ミサイルが飛んでき

ても、一発だけなら誤射かも知れない」という信じ

がたい見解が示されています。このことからも、朝

日新聞は全く反省していないことがわかります。そ

して、これは朝日新聞だけに限りませんが、平素は

「報道の自由」を声高に主張する報道機関が、都合

の悪いニュースに対しては「報道しない自由」を行

使することも忘れてはなりません。先日 NHKの「お



はよう日本」のチーフブロデューサーが盗撮で逮捕

されたというニュースありましたが、第一報の後は

新聞も民放もほとんど取り上げる事はありません。

芸能人の不祥事が連日晒し上げられるのは対照的で

す。日本の報道機関が行使してきた「報道しない自

由」で最も罪深いものの一つが、中国共産党による

チベット・ウイグルに対する弾圧です。チベットも

ウイグルも、第二次大戦後に中国共産党が武力侵略

した地域です。御存知の通りチベットは仏教国、

元々東トルキスタンという独立国だったウイグルは

イスラム教国ですが、宗教を否定する共産主義体制

の下、多くのチベット人が強制収容所に送られ、従

わない者は殺され、チベット人の女性を無理やり漢

民族の男性と結婚させ、混血によって純粋なチベッ

ト人を徐々に地上から消そうとする、「自治区」と

は名ばかりの民族浄化政策が行われているのが実態

です。これに対して、最も苦痛を伴う焼身自殺とい

う方法で、沢山のチベット人の若者が命懸けの抗議

を続けています。この様なチベットの状況を、不思

議なことにこれまで日本の報道機関はほとんど伝え

ようとしてきませんでした。ウイグルもチベットと

同様、各地に強制収容所が作られ、現在 100万人以

上のウイグル人が収容され、そのまま殺されてしま

う人も少なくありません。ウイグルのカシュガル空

港にある「特殊旅客、人体器官運輸通路」という表

示の写真が在外ウイグル人団体によって公開されま

したが、強制収容所のウイグル人を殺して臓器を摘

出し、闇市場に供給するという国家ぐるみの犯罪が

行わているとも指摘されています。もし、日本の報

道機関がこの様な事実をこれまでしっかりと報道し

てきたとしたら、日本が GDP世界 2位の中国に対し

て今日まで ODAを続けてきた状況を、果たして世論

が許したでしょうか。では、この様なフェイクニュ

ースに踊らされる「情報弱者」にならないためには

どうしたら良いのでしょうか。私は次の３点が重要

と考えます。 

１．新聞やテレビは意図的にフェイクニュースを流

したり、報道しない自由を行使するものと理解しま

しょう。 

２．複数の情報ソースをあたりましょう。テレビは

いくつかの番組を見比べているつもりでも作り手が

同じ場合があるので要注意です。ラジオやインター

ネットのニュース番組の中には良質なものがありま

す。インターネットで新聞各社のニュースを読み比

べることもできます。 

３．聞いたことを鵜呑みにせず、エビデンス（証

拠・根拠）を確認するようにしましょう。この卓話

もフェイクかも知れません。 

フェイクニュースは私たちの判断を誤らせ、不利益

をもたらしたり、健康を害したりするだけでなく、

国や人類の行く末にも悪影響を及ぼす場合がありま

す。一人ひとりが情報リテラリー（理解力、分析

力、読解力）を高め、フェイクをフェイクと見分け

る力を養うことは、自分や周りの人々だけでなく、

社会全体の幸せにも繋がるのではないでしょうか。 

 

 

 

倉石昌治君・野島暉道君・押尾正康君 

川島宭君 

…去る 10月 28日の地区大会の際、両総観光 

バスをご利用頂き、有難うございました。 

青柳誠君 

  …誕生祝、若梅様長い間ありがとうございまし

た。 

越川博光君・鈴木恭一君・内田裕雄君・小林定雄君 

石田喜一君・前川成吉君・行木英夫君・市原豊彦君 

杉森幹男君・高田一行君 

  …田添さん頑張って下さい。 

齋藤逸朗君 

  …地区大会お疲れ様でした。 

土屋俊夫君 

  …公務の為、地区大会欠席してすみません 

古西弘和君・伊藤元雄君・小川佐内君・秋葉英昭君 

  …お祝いありがとうございます。 

鈴木匡哉君 

  …卓話させて下さってありがとうございます。 

 

本日計    15,000円 

累 計   119,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

例会日 

9月 6日 

会員数 出席 

32 

出席率に
用いる数 ％ 

25 

 

27 92.59 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 


